
全体No 所　在　地 屋　　号

1 下田市２－４－６（山佐ビル） 寿司竹

2 下田市２－１１－２６ 南京亭

3 下田市白浜２２１２－１ 与吉

4 下田市白浜２２１６ 鳴海

5 下田市白浜２４６０－１ マイズ

6 下田市白浜２５８４－１２ ﾍﾟﾝｼｮﾝ桜家

7 下田市白浜２７４５－２ 旅館福助

8 下田市白浜８７１ ノスタルジア

9 下田市白浜１０２２－１ ウェルカム・イン サニーステップ

10 下田市白浜１０１９－４ ＡＩＵＥＯ

11 下田市白浜１２３２－１ 民宿みどり荘

12 下田市白浜１０８４－６ 浜辺

13 下田市白浜１２５５ 潮騒

14 下田市白浜１５３８－１ 美晴屋

15 下田市白浜２５１３－１９ 海の見える小さなホテルアリエッタ

16 下田市白浜１１８５－１ 部屋荘

17 下田市白浜１２７３－１ よこお荘

18 下田市白浜３０４０－１０ ドックリゾートフルフル

19 下田市柿崎８０７ ムーン・リバージュ

20 下田市柿崎７８６－１ ちどり

21 下田市柿崎７８１－１ 伊鈴荘

22 下田市柿崎８０４ 晴レ屋

23 下田市柿崎８１０ 寺脇

24 下田市柿崎８２１ 甚六屋

25 下田市柿崎８１８－１ 西彦

26 下田市柿崎６８２－２ みせ

27 下田市柿崎６５４－１ いわさ

28 下田市柿崎６５４－７ 岩澄

29 下田市柿崎７０４－１ 臨海荘

30 下田市柿崎７０７－１ ならいの風

31 下田市柿崎８０２－１ シーバード

32 東伊豆町稲取３０３１－３６７ ビアホリディ稲取リゾート

33 東伊豆町稲取３１８ 広島風お好み焼お多福

34 東伊豆町稲取３０１１－２６６ クローバー

35 東伊豆町稲取５６８－３ はらや製菓

36 東伊豆町稲取６７２ 黒初

37 東伊豆町稲取３０１１－２３９ カルフール

38 東伊豆町稲取３９１ 甘味しるこや悠遊庵

39 東伊豆町稲取３１８１ 悠遊庵原料工場

40 東伊豆町稲取５６１－１ 米粉パン稲虎

41 東伊豆町稲取１５３１ いなとり荘

42 東伊豆町稲取１０１７ 食べるお宿浜の湯
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43 東伊豆町稲取１０５０ 稲取赤尾ホテル

44 東伊豆町稲取１５９９－１ 稲取東海ホテル湯苑

45 東伊豆町稲取３０６６－５ 伊豆に隠れ宿水生の庄

46 東伊豆町稲取１００８－１ 磯膳まえだ苑

47 東伊豆町稲取１４９４－１ カルノーシュ・ピープル

48 東伊豆町稲取３３３７ 稲取ゴルフクラブ

49 東伊豆町稲取５６２－１５ 海鮮茶屋一丁

50 東伊豆町稲取３０１１－１４７ KAI`S BAR

51 東伊豆町稲取３０３１－２２７ じゃるーん

52 東伊豆町稲取３１５０－３ 細野高原ﾂﾘｰﾊｳｽｷｬﾝﾌﾟ村

53 東伊豆町稲取５６１－１トーエイ ゆう

54 東伊豆町稲取１５０４－３ 磯料理田村丸

55 東伊豆町稲取１５６２－１ 喜楽

56 東伊豆町稲取２６９－４ CafeBar KAHANA

57 下田市１－１８－１２ porte d'un reve

58 下田市須崎１２７２－５ 民宿ばいこう

59 下田市１－４－２７日之出ﾋﾞﾙ１F 伊豆海鮮　瀧

60 下田市加増野４８１－３ 加増野ポーレポーレ

61 下田市横川７８１ 千代田屋旅館

62 下田市横川１２９－３ 囲炉里家

63 南伊豆町伊浜２１３２－１９ ティハール

64 下田市白浜３１４３－４６ ｻｳｽﾌｧｰﾑ

65 下田市白浜２１９５－１ 民宿峰荘

66 下田市白浜２３５１－１０ ウッディーハウス

67 下田市白浜２４１５－２ ﾍﾟﾝｼｮﾝデジャブ

68 下田市河内２－２ 清流荘

69 下田市蓮台寺２７３－２ 大地の彩　花月亭

70 下田市蓮台寺１８５－１ クアホテル石橋

71 下田市５－１２－１ 下田東急ホテル

72 下田市吉佐美３４８－７ 濤亭

73 下田市白浜１８３７－１ 和風ペンションとよしま

74 下田市須崎９３３－３ 亀屋

75 下田市須崎８６６ 源兵屋

76 下田市須崎１４７４－６ 浜屋

77 下田市須崎７１８ ブルー爪木

78 下田市須崎５１８ 小はじ

79 下田市須崎４４４ ぜいもや

80 下田市須崎６７８ 民宿天王

81 下田市白浜１８４０ 和泉

82 下田市田牛５０４－１ 丸山荘

83 下田市田牛４５６－３ 横浜屋

84 下田市田牛４６３－３ 峠
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85 下田市田牛５０６ ㈲辻水産

86 下田市田牛３３９ 田牛荘

87 下田市田牛４５６－５ 三軒屋

88 下田市田牛２９８ 萬衛

89 下田市田牛３０３ 旭屋

90 下田市田牛３１５ 千鳥

91 下田市田牛３１６ ひがし

92 下田市田牛３４６ 日之出屋

93 下田市田牛４５６－４ 大久保

94 下田市田牛３３２ ビーチサイドココモ

95 下田市西本郷１－５－３０ 野の花亭こむらさき

96 下田市白浜１０９ 鈴福

97 南伊豆町手石６４６－４ エッグスタンド

98 下田市２－１－２７ 雑賀屋

99 下田市柿崎６５９－１ 下田荘

100 下田市白浜１５１ 龍宮荘

101 下田市白浜１０１－１ にいえ

102 下田市東本郷２－１－７ とんかつえびふらい

103 下田市６－３６－１ 喫茶お山

104 下田市吉佐美１８９１－１ ｺｺﾃﾞﾒｰﾙ

105 下田市東本郷1-1-8 ｽﾅｯｸ林

106 下田市４－７－２２ cubstar

107 南伊豆町湊８９１－１２ なごみ詩

108 南伊豆町湊９１１ 栄屋

109 南伊豆町湊８９３－２ さざえ荘

110 東伊豆町奈良本１３７４－１京王熱川ﾏﾝｼｮﾝ１階 ｶﾌｪ＆ﾚｽﾄﾗﾝ上原

111 南伊豆町湊７４４ 和みの宿弓ヶ浜いち番館

112 下田市須崎１２３７ なみ

113 下田市３－４－２３ 黒船屋

114 下田市東本郷１－２－１ 得得下田店

115 下田市吉佐美４２－１ ﾍﾟﾝｼｮﾝ 多々戸浜

116 南伊豆町湊８９６－１３ ﾍﾟﾝｼｮﾝ弓ヶ浜

117 南伊豆町湊８９６－５ 磯崎荘

118 南伊豆町湊８９１－１６ ますはら

119 南伊豆町湊１００９－２ 旅荘塩浜

120 南伊豆町湊８９６－３２ 大磯

121 南伊豆町湊８９８－７４ 温泉民宿浜屋

122 南伊豆町湊８９８－１３ 扇屋

123 南伊豆町湊８９８－７３ よろずや

124 南伊豆町湊１０４０－１ 小伊豆荘

125 南伊豆町伊浜２２２２－２ しいの木やま

126 下田市柿崎６３３ 下田ビューホテル
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127 下田市吉佐美２０４８ 下田大和館

128 下田市柿崎６－２７ 下田ｵｰｼｬﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ

129 南伊豆町手石７４６－２ ㈲キムラヤ

130 南伊豆町手石字浜条８４６－１ ﾘﾌﾚｯｼｭｽﾎﾟｯﾄ風未来ﾚｽﾄﾗﾝ夢食人

131 南伊豆町手石８００－４ らーめん永吉丸

132 下田市柿崎４－１ 下田ベイクロシオ

133 下田市武ヶ浜１－２ ｽﾅｯｸ鈴

134 下田市４－１－２下田市民文化会館内 Mai Mai Café

135 下田市３－８－１４大傳ﾋﾞﾙ２Ｆ Ｄａｒｔｓ＆Ｂａｒ　ＪＢ’Ｓ

136 下田市５－１１－１４ 和風ﾍﾟﾝｼｮﾝおがわ

137 下田市西中２１－１７ ｳﾞｨｰﾅｽ

138 下田市白浜１６８９－２ ｽﾅｯｸ大黒

139 下田市大賀茂２０７ サミット

140 下田市西本郷２－３－６ 酔蓮

141 下田市白浜１２６２－３ ｶﾌｪﾊﾟﾊﾟｽ

142 下田市５－１１－１４ 和風ﾍﾟﾝｼｮﾝ まつり野

143 下田市白浜４０９－１ 漁師料理えび満

144 下田市３－２２－３１ 下田海中水族館ｼｰｻｲﾄﾞザディッシュ

145 下田市東本郷１－２１－１２ 食堂みのり川

146 下田市１－１１－１９ 珈琲店邪宗門

147 下田市吉佐美３４８－２３ 向井條食堂

148 下田市吉佐美２８１－２ 和風ﾍﾟﾝｼｮﾝ ・ﾀﾑﾚ

149 下田市高馬１４８－３ 昭和浪漫倶楽部

150 下田市須崎１２８４－１ お食事処ごん太

151 下田市２－９－２５ 渡辺水産

152 下田市４－８－３１ 大隅水産

153 下田市白浜１８３６ 忠

154 下田市１－２－１５ みち草

155 下田市武ヶ浜２－３３ 金栄堂

156 南伊豆町青市５６６－２ しど弁当

157 南伊豆町青市８８３－１ なんだろう家

158 南伊豆町青市１０８１－３ 加奈

159 南伊豆町湊４１７ 花さと

160 南伊豆町湊５５５－２ 美浦

161 南伊豆町湊３７６－４ 川八

162 南伊豆町湊４０３－１ レストランTime

163 南伊豆町湊４１５ 湊café

164 南伊豆町湊１１３０－３０ E73

165 南伊豆町湊９６２－９ 岩田商店

166 南伊豆町湊８９９－１ 休暇村南伊豆

167 南伊豆町湊１７０９－６ ホテル山海

168 南伊豆町湊１１８２ 紺屋荘
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169 南伊豆町湊１６０９ カームタイム

170 南伊豆町湊３５３－６ 神子元ﾊﾝﾏｰｽﾞ

171 南伊豆町湊８７３－１２ シーサイドペンション波音

172 南伊豆町湊３０７－１ 伊豆の味おか田

173 南伊豆町湊３１１－１１ 地魚料理　信

174 南伊豆町石廊崎５４６－５ 石廊崎オーシャンパークＮｏｔｉａ

175 南伊豆町手石１２０６ 汐吹

176 南伊豆町手石９３８ 民宿竹虎

177 南伊豆町手石１１１９－５ ゲストハウス・ｺﾄﾞｺﾄﾞ

178 南伊豆町石廊崎５７－１ いづみ食堂

179 南伊豆町石廊崎３７１ ふじや

180 南伊豆町石廊崎４０９ 龍宮

181 下田市吉佐美１４６１－１ ｳｴﾙｼｱ下田吉佐美店

182 下田市吉佐美６９５ maru café

183 下田市吉佐美１７７８ 寿荘

184 下田市吉佐美１５－１ ｱｲﾀﾙﾌｰｽﾞ

185 下田市須崎１１４－６ やさいとげんこつパンの店そとにわ

186 下田市白浜２３３７－２ ｳﾞｨﾗ白浜

187 下田市２－８－２１ ﾗｳﾝｼﾞ紫苑

188 下田市吉佐美１０７２－５ ｺｻｰｼﾞｭ

189 下田市６－３６－９ ﾋﾞｽﾄﾛ　ﾄﾞﾏｰﾆ

190 河津町見高１２３－５ かね吉一燈庵

191 河津町見高１２７ 今井荘

192 河津町見高１０９ 旅館心のどか

193 河津町梨本３５９ 天城荘

194 河津町梨本３４２－１ 旅館青木の坂

195 河津町見高３５８－２ 舟戸の番屋

196 河津町見高１２５０－１ 武平

197 河津町見高２３１６－５ ファミリーマート河津見高店

198 河津町見高９７－４１ 養生型ﾘｿﾞｰﾄﾊｳｽ　ｵｰﾙｻﾞｳｪｲ

199 河津町見高１８３－２ ちとせや

200 河津町見高１１２ 太洋荘

201 河津町見高４１５ まるい

202 河津町見高４５４ 上の田中

203 河津町見高４６５ 相沢荘

204 河津町見高５９９ 赤松荘

205 河津町見高１０６９ 船長

206 河津町見高１１４３－１ シャレー今井浜

207 河津町浜384-1 菖蒲沢ダイビングセンター

208 河津町浜160-3 きりん館

209 河津町浜149-4　津島ビル1F 吉丸

210 河津町浜149-3 海広



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

211 河津町浜146-1 ギャラリー盆栽　珈琲＆甘味処

212 河津町浜143-2　1F-B cache cache

213 河津町浜142-2 セブン－イレブン河津駅前店

214 河津町浜94-2 ウエルシア河津店

215 河津町浜150-1 海蓮門

216 河津町峰５１３－１ 河津・花小町

217 河津町峰１１６９－１３ ホテル四季の蔵

218 河津町峰４３６ ﾎﾃﾙ四季の蔵　くらの坊

219 河津町湯ヶ野４８ 踊子荘

220 河津町湯ヶ野１４２－３ 塩田屋本家

221 河津町大鍋２９２－６ 伊豆わさび食品

222 河津町小鍋４０－１ 天城ホースビレッジ馬カフェ

223 河津町梨本２８－６ 天城温泉禅の湯

224 河津町梨本３７９－８－１ 中瀬の隠居

225 河津町梨本４７０－１ 河津七滝オートキャンプ場

226 河津町梨本３６９－４ 美滝

227 河津町梨本１１９７－６６ 旅の駅　吉丸

228 河津町谷津４２６－９ LOKANTA

229 河津町谷津４５２－１ ｱﾝﾃｨｶ　ﾄﾗｯﾄﾘｱ　ﾀﾞﾙ　ﾋﾟﾗｰﾀ

230 河津町谷津８０７－６６ 花海月

231 河津町字久保笹原７２ ファミリーマート河津笹原店

232 河津町笹原９１－１４ 楽時生

233 河津町笹原７８－２ 拓味亭市山

234 河津町笹原６４－１ 自家焙煎珈琲カフェアイラナ

235 河津町谷津４１９－３ ローファー

236 東伊豆町大川１４５－１ ザグランリゾートエレガンテ伊豆

237 東伊豆町大川２７４ 大川因わさび園

238 東伊豆町大川１６０－１４ 山田屋海産

239 東伊豆町奈良本１１３０－１ 吉祥CAREN

240 東伊豆町奈良本１１２５－４ つるや吉祥亭

241 東伊豆町奈良本１１２７－１４ 北川温泉ホテル

242 東伊豆町奈良本１１２５－１２ ホテル望水

243 東伊豆町奈良本１２０５－１１６ 星ホテル

244 東伊豆町奈良本１０６１ 汐見荘

245 東伊豆町大川３１－４ いさり火

246 東伊豆町奈良本９８７－１ ふたりの湯宿　湯花満開

247 東伊豆町奈良本９８６－２ 熱川大和館

248 東伊豆町奈良本９８３－１ ㈱ホテル志なよし

249 東伊豆町奈良本９８１－３ 熱川館

250 東伊豆町奈良本９８１ ゲストハウスつくし館

251 東伊豆町奈良本９７１－１ 玉翠館

252 東伊豆町奈良本３９－１ 奈良偲の里　玉翠
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253 東伊豆町奈良本９６９－１ 国民宿舎伊豆熱川

254 東伊豆町奈良本１２７１－２ たかみホテル

255 東伊豆町奈良本１２７１ 熱川温泉粋光

256 東伊豆町奈良本１２４８－３ 熱川プリンスホテル

257 東伊豆町奈良本１２６７－２ 伊東園ホテル熱川

258 東伊豆町奈良本１４５７－３４ 伊豆ホテルリゾート＆スパ

259 東伊豆町奈良本９７１ しまだ

260 東伊豆町奈良本９８７－１５ スナック蜻

261 東伊豆町奈良本９７８－１ 居酒屋やぐら

262 東伊豆町奈良本１２５３－７１　１F 韓国料理　オモニ

263 東伊豆町奈良本９７８ いでゆ干物店

264 東伊豆町奈良本９８２－１ だるま食堂

265 東伊豆町奈良本９７１－３５ 伊豆の味処錦

266 東伊豆町奈良本９７１－９ 熱川バナナワニ園本園

267 東伊豆町奈良本１２５４－１６ 熱川バナナワニ園分園

268 東伊豆町奈良本１２６７－１３ 味どころ今半

269 東伊豆町奈良本１２５３ ますみ

270 東伊豆町奈良本１２５３ 食事処うめや

271 東伊豆町奈良本９６６－７ 梅ちゃん

272 東伊豆町奈良本２７６ 熱川ハーブテラス

273 東伊豆町奈良本１４９６－１８ ペンションクノッソス

274 東伊豆町奈良本１３８１－２ いちごらんど中西

275 東伊豆町奈良本字ﾋｶｹﾞ山1444‐61 ソレキヤ㈱熱川保養所

276 東伊豆町奈良本１２１３ ヒルトップ熱川

277 東伊豆町奈良本１４３４－１５７ ペンションサザンウィンド

278 東伊豆町奈良本１４３４－１５９ オーベルジュはせべ

279 東伊豆町奈良本１４５７－２１ リゾートペンションビーグル

280 東伊豆町奈良本１２５３－５ ファミリーマート伊豆熱川店

281 東伊豆町奈良本１２１９－５５ ペンションOHANA

282 東伊豆町奈良本１３４９－７ スピークイージー

283 東伊豆町奈良本１４０５ 伊豆ヘルスケアマンション

284 東伊豆町奈良本８８７ なごみの丘

285 東伊豆町奈良本６７７ おおた

286 東伊豆町奈良本９０６ ㈱築地

287 東伊豆町奈良本２４９－１ Bakery kid's

288 東伊豆町奈良本８４２－１ 里の市場カネカストア

289 東伊豆町奈良本９５２－４ 臼井ストアー

290 東伊豆町片瀬５３－１ 福松荘

291 東伊豆町片瀬５７５－７ お宿しらなみ

292 東伊豆町片瀬４３ 民宿小磯

293 東伊豆町片瀬５６０－３２ いたりあ亭

294 東伊豆町片瀬５５３－１５ 磯亭
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295 東伊豆町片瀬５５７－８ 全日食ﾁｪｰﾝ　ﾌｰｽﾞﾗｲﾌﾊﾅﾏﾙ

296 東伊豆町片瀬５－１ HOTEL&RESORT伊豆の音

297 東伊豆町片瀬５６８－１３ ㈱ﾏﾙｲﾜ

298 東伊豆町片瀬５５４－１２ うな瀬

299 東伊豆町片瀬３８６－２ 餃子軒

300 東伊豆町白田２０４ ㈲大観荘

301 東伊豆町白田１８８－２ 宮田荘

302 東伊豆町白田２１２ 旅館シーサイド京極荘

303 東伊豆町白田１４５８－２０８ 長さんの工房

304 東伊豆町白田１４５８－２１ エルブルズ

305 東伊豆町白田７８１ オレンジヒルズ・イン東伊豆

306 東伊豆町白田１７３３－６３ 福の湯

307 東伊豆町白田３２３－１４ ㈲さくら介護

308 下田市白浜１６８７－１ ﾍﾟﾝｼｮﾝ星の砂

309 下田市白浜１７３２－１ 銚子荘

310 下田市白浜１７３８ ペンションタートルハウス

311 下田市西中７－２６ cakes kanon

312 下田市敷根３－４０ パティスリーケ・セラ・セラ

313 下田市東本郷１－２１－７ しまの

314 下田市２－２－３７ ロロ黒船

315 下田市３－２－１２ 活魚料理新田

316 下田市３－３－２６ 開国厨房なみなみ

317 下田市５－１１－１４ ﾋﾟｻﾞﾊｳｽあんぐる

318 下田市５－１１－１４ とんかつ暁亭

319 下田市東本郷１－４－３ 下田料理きんめ屋＆あうん

320 下田市吉佐美１７７４ かわい

321 下田市吉佐美１６８６ つちや

322 下田市吉佐美７２５ なぎさ荘

323 下田市吉佐美７１３ 長三丸

324 下田市吉佐美３３ 向井

325 下田市吉佐美９４－１ 美波荘

326 下田市吉佐美４４１ 昭和荘

327 南伊豆町妻良８３０ とみや

328 東伊豆町白田３２１－１２ 城東食堂

329 東伊豆町白田３１３－６ 中華ふるさと

330 東伊豆町白田３０５－６ 御食事喫茶美ずき

331 東伊豆町白田３１３－７ 居酒屋ひでさん

332 松崎町岩地１５１－１ 海遊荘

333 松崎町桜田１４９－１ （株）梅月園

334 松崎町江奈２５０－９ エレーヌ釜之元

335 西伊豆町仁科９０１－２ 土文商店

336 西伊豆町仁科２１４５ 堂ヶ島アクーユ三四郎(旅館)
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337 西伊豆町仁科２１４５ 堂ヶ島アクーユ三四郎(カラオケ)

338 西伊豆町仁科２０４８－１ 加山雄三ミュージアム

339 西伊豆町田子５０６－１ 旅館　たか屋

340 松崎町松崎４５３ 川　崎　水　産

341 松崎町松崎４９５－７ 民　芸　茶　房

342 松崎町松崎４９５－１６ 松崎直売所

343 松崎町松崎４６８ 丸　平

344 松崎町松崎３１１－１ スナック　ラッキー

345 松崎町松崎３１３－５ 松　翠

346 松崎町松崎５０６－１ ら　ん　ぽ　ん

347 松崎町松崎２４－３ ら　ん　ぽ　ん

348 松崎町松崎４６２－１ 大　七　商　店

349 松崎町松崎３１３－３８ 伊　豆　鞍　馬

350 西伊豆町中２７０ まっさら弁当

351 西伊豆町仁科７９３－２ 由㐂松

352 松崎町雲見３９７ 黒　潮

353 松崎町雲見３５９－２ 旅館民宿　はまゆ

354 松崎町雲見３５９ 三　楽　荘

355 西伊豆町仁科１９６９－１ 民宿　保海荘

356 西伊豆町仁科１９５１－２ 弥　　生

357 西伊豆町仁科２８１９－１ 旅乃宿ふかい

358 西伊豆町仁科２８１９－１ 乗　　浜　　荘

359 西伊豆町仁科２００９ 佐　　波　　丸

360 西伊豆町仁科２０１３ 稲　　葉　　荘

361 西伊豆町仁科１８９１－２ 米　　丸

362 西伊豆町仁科１９９８ か　お　り　荘

363 西伊豆町仁科１９４６－２ ペンションた－こいずぶるー

364 松崎町雲見４３０－１ 太　郎

365 松崎町雲見４６７ 又　五　郎

366 松崎町雲見４０１ 雲　見　園

367 松崎町雲見３５７ 吉　右　エ　門

368 松崎町雲見４２０ いなばや旅館

369 松崎町雲見４１６－１ とばやストア－

370 松崎町松崎６３－４ 石井豆腐店

371 松崎町宮内２３ フランボワ-ｽﾞ

372 松崎町宮内２９１－１ 珈琲専科　独楽

373 松崎町宮内２６０－１ 乙　　姫

374 松崎町宮内２６４－３ 仕出し弁当のまる和

375 松崎町宮内２８４ 御宿　しんしま

376 松崎町宮内２７２－２ 社会福祉法人　松崎町社会福祉協議会

377 松崎町松崎６３－２ ファミリーマート松崎町松崎店

378 松崎町松崎７９－１ サンフレッシュ松崎
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379 松崎町松崎６５－７ デイサービスオリーブハウス

380 松崎町宮内３１７－１ カフェキッチン　サンタローザ

381 西伊豆町仁科１７７５－１ スナックジュリアン

382 西伊豆町仁科２０１１－２ レストランじょおれ

383 西伊豆町仁科１９００－１ さくら食堂

384 西伊豆町仁科１９４５ 籐幸水産

385 西伊豆町仁科９８０－６ 沖あがり食堂

386 西伊豆町仁科１７９９－１ し　み　ず

387 西伊豆町仁科１８９６－３ スナック桜

388 西伊豆町仁科１９１１－１ （株）藤文

389 西伊豆町仁科１９１２ ｒｕｔａｎ

390 西伊豆町安良里６３１－２ よ　こ　田

391 西伊豆町安良里６１４ い　せ　や

392 西伊豆町安良里４９０ ふ　じ　波

393 西伊豆町安良里８２ 魚　観　荘

394 西伊豆町安良里３４７－１ レストラン　る・れーぶ

395 西伊豆町安良里６５５－６ 安良里支所

396 西伊豆町安良里３０－３ 宝市場

397 西伊豆町中１２００－８ ペンション伊豆っ子

398 松崎町岩科北側１６６ 橋本屋

399 松崎町石部４１－１ 大浜荘

400 松崎町石部１０ はしば荘

401 松崎町石部２５ お好みもんじゃせんとうや

402 松崎町石部２２ 石部荘

403 松崎町石部７７ 金七

404 松崎町石部８４－１ 山川

405 松崎町石部１０８ むつみ荘

406 松崎町石部１３２ 浩美屋

407 松崎町江奈５１－１ カフェ　禅

408 松崎町江奈１３４－１ うなやす

409 松崎町江奈２２８ 清水屋パン店

410 松崎町江奈２５３－１ ココカラファイン松崎店

411 松崎町江奈２４９ ハニー喫茶

412 松崎町江奈２６９－１ 回転ずし伊豆ととや

413 松崎町江奈２７３－２ ファミリーレストラン　　いせや

414 松崎町江奈２４２－４　１F 赤のれん

415 西伊豆町仁科８０２－４ 菊　　　　水

416 西伊豆町仁科８０３－２ 喜久屋支店

417 西伊豆町仁科８１３－９ ドン・マーリン

418 西伊豆町仁科８１４－１８６ ＩＲｉＹＡ

419 松崎町伏倉４６６-１ 鈴木商店

420 松崎町宮内２０９－２ 渡辺商店
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421 松崎町江奈２５９-９ 炭焼宝

422 松崎町江奈４００－４ セブンイレブン松崎町江奈店

423 松崎町江奈３６０－６ 喜久屋

424 松崎町松崎３７９－３ 梅月園（本店）

425 松崎町桜田６２－１０ とんかつ一力

426 松崎町江奈７７－１ パン工房紫苑

427 松崎町桜田５６２ 糀屋

428 松崎町桜田５６９－１ 山芳園

429 松崎町那賀１７１ 桜田より道売店

430 松崎町那賀１７０－９ イタリアンレストランサルーテ

431 松崎町江奈２９８－１ ぐらんぽてろん

432 西伊豆町田子２６４８－１ 夕日の里の宿　よし田

433 西伊豆町田子９８４－１ 石川豆腐店

434 西伊豆町田子９９１－２ 大田子支店

435 西伊豆町田子９８４－３ 亀造屋

436 西伊豆町田子２６４９－４ 均華園

437 西伊豆町田子９６５－１ 空とぶうさぎ

438 西伊豆町宇久須１３８３ こやぶ食堂

439 西伊豆町宇久須６７１－１ 宇久須　伊豆一

440 西伊豆町宇久須２１３２ 海産屋

441 西伊豆町宇久須６６９－１ 八起鮨

442 西伊豆町宇久須２１０２－１ （株）西伊豆クリスタルビュー

443 西伊豆町仁科１１１１－１ 河津屋

444 西伊豆町仁科３５７－１ 佳倉

445 西伊豆町仁科３５７－２ 珊瑚の実

446 西伊豆町仁科２５７－２ サトウヤ

447 西伊豆町仁科３８９－７ あかしや

448 西伊豆町仁科３８７－１ ファミリ－マ－ト西伊豆仁科店

449 西伊豆町仁科３８４－１ じゃじゃ馬

450 西伊豆町仁科３８４－１ 茶房ぱぴよん

451 西伊豆町仁科２９８－２ フードストアあおき西伊豆店

452 西伊豆町仁科３２０ ウエルシア西伊豆仁科店

453 西伊豆町仁科１０８１－１ ＬＯＤＧＥ　ＭＯＮＤＯ

454 西伊豆町仁科１９４９－２ 民宿　ちから

455 西伊豆町仁科１９３１－１ 民宿　市川荘

456 西伊豆町仁科１９３１－２ 栄四丸

457 西伊豆町仁科１８６７－１０ しもの

458 西伊豆町仁科１８１２－１ まるい

459 西伊豆町仁科１８１３ 民宿　つつみ

460 西伊豆町仁科１９６３－５ 民宿　龍海丸

461 西伊豆町仁科１９３５－３ 三洋荘

462 西伊豆町仁科１９３５－２ 民宿　真由子
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463 西伊豆町仁科１９３４－３ 小春荘

464 西伊豆町宇久須２１６９－２ ペンションＧＡＢ

465 西伊豆町宇久須３５６６－７ こがねすと

466 西伊豆町宇久須６１－１ 食処　うまいや

467 西伊豆町宇久須２０２－９４ かねじょう商店

468 西伊豆町宇久須２０２－９７ 大　和　丸

469 西伊豆町宇久須１８２ 斉藤家具電化食品

470 西伊豆町宇久須６４６－２ スナックキャビン

471 西伊豆町宇久須２４５－１ ま　き　ば

472 松崎町大沢４５６－４ Ｂ＆Ｂ路人

473 松崎町大沢４４５－４ 山の家

474 松崎町大沢２８１ 鮎の茶屋

475 松崎町大沢１２９ みせ

476 松崎町大沢４２－１ 旅館　なか川

477 松崎町建久寺８０－１ 建久寺店

478 松崎町雲見３０４ 民宿　さかんや

479 松崎町雲見３２４ 船よし

480 松崎町雲見３２３ 大漁

481 松崎町雲見３２９ 番上屋

482 松崎町雲見１６５０ 網元の宿しょうふう亭

483 松崎町雲見１６５０－３ とみや

484 松崎町雲見５８２－２ 三五郎

485 松崎町雲見４７２ たつ家

486 松崎町雲見４７５ 出見世

487 松崎町雲見２７２ 長之助

488 松崎町雲見２７１ みどり荘

489 松崎町雲見２６５－１ たき

490 松崎町岩地４５４－１－１ 海光苑

491 松崎町岩地４２４－１ 掛塚屋

492 松崎町岩地４１６ 青風園

493 松崎町岩地４０２－１ ますや　

494 松崎町岩地１６０－１ 郷戸大屋

495 松崎町岩地１６６ 喜久丸

496 松崎町岩地１５９ おとまる

497 松崎町岩地３４２－１ しらはま

498 松崎町岩地３６３－３ かいとく丸

499 松崎町岩地３５７ 長福別館

500 松崎町岩地３７７－１ やまと

501 松崎町岩地１７０－２ 村津屋

502 松崎町岩地２５８－１ コート・ロシューズ

503 松崎町雲見３２８－１ 富久三苑

504 松崎町雲見４６５－１ 長右エ門



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

505 松崎町雲見４３２ 自涌泉

506 松崎町雲見４２７－１ 与三郎

507 松崎町雲見３１４ 萬吉屋

508 松崎町雲見３１５ 高見家

509 松崎町雲見３１５ 高見家

510 松崎町雲見３７９ 庄兵衛

511 松崎町雲見３８０ 川端荘

512 松崎町雲見３６５ 仙造屋

513 松崎町雲見３６６ 松原荘

514 松崎町雲見３６７ 美沢屋

515 松崎町雲見３６８ 俺の家

516 松崎町雲見３７７－１ かごや

517 松崎町雲見３５４－１ 半右エ門

518 松崎町雲見３８５－１ 温泉民宿　宮の久保別館　浜道楽

519 西伊豆町大沢里６２８－１ わさびの駅

520 西伊豆町大沢里１５０ 西伊豆町営やまびこ荘

521 西伊豆町宇久須２０３０－１ ヒューマンヴィラ伊豆食堂

522 松崎町雲見４２３ 恵比須屋

523 西伊豆町仁科１３８－２ ＨＯＷショップ

524 西伊豆町仁科５２１－１８５ ペンション　サ－フライダ－

525 西伊豆町仁科５２１－２６ ペンション　シ－ガル

526 西伊豆町仁科５２１－３５ ＲＩＳＥ　ＣＡＦＥ

527 西伊豆町仁科２７２－１ セブンーイレブン西伊豆町仁科店

528 西伊豆町仁科２７０－２ とおりみち

529 西伊豆町仁科５２１－１ たなごころ

530 西伊豆町中４１２－３ 須田豆腐店

531 西伊豆町仁科４３０－８ かつ善

532 西伊豆町仁科４４６－４ スナックＭＡＫＩ

533 西伊豆町仁科４６０－３ 串特急西伊豆仁科店

534 西伊豆町仁科４４５－１ 愛

535 西伊豆町仁科８７０－１ 松屋釣具店

536 西伊豆町仁科３９９－３ 佐野製麺所

537 西伊豆町仁科１２９６－１ 仁科支店

538 西伊豆町仁科１１９０－１ 三角屋水産

539 西伊豆町仁科８８４－１ 大見世文具店

540 西伊豆町仁科８８３－１ 秋月

541 西伊豆町仁科８８２－１ ス－パ－伊豆屋

542 西伊豆町仁科８８２－１ 森屋

543 西伊豆町仁科９２１ 大丸

544 松崎町道部５５－１ 和食処　心

545 松崎町道部５８－２ 炉ばた館

546 松崎町道部５５－２　　　　　　　教習所：岩科南側17 松崎校合宿所
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547 松崎町道部１０３－３ プロヴァンス・ド・すずき

548 松崎町松崎２４－１ 長八茶屋

549 松崎町松崎２４０ 地魚さくら

550 松崎町松崎２３５ 長八記念館売店

551 松崎町松崎２９３－１ 松田甘泉堂

552 松崎町松崎２２－１ 桜味堂

553 松崎町宮内３－５ 和風ダイニング異空館

554 松崎町松崎４９５－１１１ さつまあげ　はやま

555 松崎町松崎４９５－３７ Ｃｏｓｔａ　Ｆｏｒｎｏ

556 松崎町江奈３２６－５ とん通

557 松崎町江奈４９５－５４ 和食処　浜宮

558 松崎町松崎３７４－１ 豊梅

559 松崎町松崎３７６ レストランいいさく

560 松崎町松崎３１９－１ 企業組合　であい村蔵ら

561 松崎町松崎３９０－３ 時代屋

562 松崎町松崎４９５－１０４ 海鮮焼肉　直

563 松崎町松崎３５５ 焼肉　大門

564 松崎町宮内３０３－６ 松崎町　環境改善センター

565 松崎町宮内３００－２ 永楽堂

566 松崎町松崎３２２－４ 三好

567 松崎町松崎３１５－１ 明治商家中瀬邸

568 松崎町松崎３２１－１５ Ｌｅ－gouter

569 松崎町松崎３１９ あうん

570 松崎町松崎３１６－８ 食彩　久遠

571 松崎町松崎４９４－１ ｊａｄｅ　ｃａｆｅ

572 松崎町岩科北側４４２ 開化亭

573 西伊豆町宇久須２２０４－３ 黄金崎クリスタルパーク

574 西伊豆町宇久須３６０９－１ 西天城高原牧場の家

575 西伊豆町宇久須４３０－１ やぶ誠

576 西伊豆町宇久須４４８－７ 幸華

577 西伊豆町宇久須２７３－１ まんまる茶屋

578 西伊豆町宇久須３９１ 田舎料理暢美里舎

579 西伊豆町宇久須４３３－１ セブンーイレブン西伊豆賀茂店

580 西伊豆町宇久須２５８－４ 西伊豆町賀茂健康センター

581 西伊豆町田子１７０４－２ 民宿　瀬の浜

582 西伊豆町田子２３４０－３ 民宿　はかまだ

583 西伊豆町田子１６０３－５ さかなや食堂

584 西伊豆町田子１６０３－４ 田子支所

585 西伊豆町田子２４１８－２４ 水産物流通センター

586 松崎町大沢２０－１ 花の三聖苑

587 松崎町大沢２０－１ 道の駅　花の三聖苑　伊豆松崎作業棟

588 西伊豆町宇久須２１６９－２ ペンションGAB
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589 西伊豆町仁科２１８６－１ 大屋荘

590 西伊豆町仁科２２０３－３ 五輪館

591 西伊豆町仁科２２０４ 清涼荘

592 西伊豆町仁科３０２８－２ サンセット・リゾ－ト

593 西伊豆町仁科３０６３－７ あま

594 西伊豆町田子１１５５－１ シャレード

595 西伊豆町田子１１５８－１ 紅屋商店

596 西伊豆町田子１１５９－４ やます食堂

597 西伊豆町田子１５０３－２ みなと

598 西伊豆町田子１１７３－１ TRIAINA　ｃａｆｅ　and　Bar

599 西伊豆町田子１１１８－３ サンフレッシュ田子店

600 西伊豆町田子１１５６－１ サカヤ

601 西伊豆町田子２３０３－４ 田子丸

602 西伊豆町田子２６３４－１８ Dinant

603 西伊豆町田子１０７０ー１ ファイブナイン

604 西伊豆町宇久須２５１－１ リトルアイランド

605 松崎町松崎３０７－６ 浜丁

606 西伊豆町仁科２０４９－１０ 岩屋

607 西伊豆町仁科２０５２－６ ドライブイン幸進丸

608 西伊豆町仁科２０５２－１ 小松観光センター　　　　魚季亭

609 西伊豆町仁科２１０４－２ ドライブイン松丸

610 西伊豆町仁科２９０９－１ 瀬浜寿司

611 西伊豆町仁科２１０７ あるもんで

612 西伊豆町仁科２０４５－３ 堂ヶ島食堂

613 西伊豆町仁科２１２１－３ シーサイド堂ヶ島

614 松崎町江奈６２０－１ 凪

615 松崎町江奈６３９ 味正

616 松崎町江奈１７１－１ 松崎支店

617 松崎町江奈１７１－１ ほのぼの売店

618 松崎町江奈２０７ 海浜荘

619 松崎町江奈２０７－２２ 西ん風

620 伊東市銀座元町5－8 伊東温泉　山望館

621 伊東市末広町2－24 陽気館

622 伊東市岡431-10 翠方園

623 伊東市岡広町2－21 星野リゾート　界　伊東

624 伊東市川奈1385-1 伊東遊季亭川奈別邸

625 伊東市八幡野1357-10 大室の杜　玉翠

626 伊東市八幡野1741 ＡＢＢＡ　ＲＥＳＯＲＴＳ　ＩＺＵ　坐漁荘

627 伊東市八幡野1741－204 伊豆のうみ

628 伊東市八幡野1326－5 きらの里

629 伊東市八幡野1133 アンダリゾート伊豆高原

630 伊東市池893-140 小さな湯の宿みたにや
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631 伊東市中央町13-39 ホテルリーデント伊東

632 伊東市東松原町16-9 トリスバー

633 伊東市湯川4－2－15 伊東パウエル

634 伊東市竹の内1－3－6 ホテル暖香園

635 伊東市音無町3－1 ホテル緑風園

636 伊東市竹の内1－5－14 ホテルハーヴェスト伊東

637 伊東市吉田976 マリンヒルズ

638 伊東市吉田843-69 アップルシード

639 伊東市富戸837 磯料理ぼら納屋

640 伊東市富戸837 ぼら納屋　支店

641 伊東市富戸　城ケ崎海岸 城ヶ崎観光門脇支店

642 伊東市八幡野1250-23 オレジベリー

643 伊東市八幡野1283-6 モンゴメリーブラウンイン伊豆

644 伊東市富戸1105-15 伊豆高原の小さな隠れＨＩＮＡＳＡＫＵ－ひなさく－

645 伊東市大室高原 5-300 天然温泉ペンション　ぶるうまあぶる

646 伊東市富戸1317-5719 チャイニーズオーベルジュ仙豆飯店

647 伊東市八幡野829 海が庭みなとや

648 伊東市八幡野1357-10 ペンション　ノーヴァ

649 伊東市八幡野1030-54 プチリゾート赤い馬

650 伊東市湯川1-1-11 吉梅伊東店

651 伊東市鎌田280 淘心庵米屋

652 伊東市猪戸2－3－1 ラフォーレ倶楽部　伊東温泉　湯の庭

653 伊東市大原3-3- 22 マキノ豆腐店

654 伊東市十足610-184 プロヴァンス

655 伊東市富戸1094-12 お宿　　癒楽里（ゆらり）

656 伊東市八幡野1189-19 日の出屋旅館

657 伊東市八幡野1269-1 伊豆高原ホテル五つ星

658 伊東市八幡野1030 ルネッサ城ケ崎

659 伊東市八幡野1041-53 花吹雪

660 伊東市中央町11-16 黒美人

661 伊東市十足614-143 ステーキハウス金井

662 伊東市玖須美元和田716 セブンイレブン伊東元和田店

663 伊東市銀座元町1-15 源来軒

664 伊東市寿町1－1 伊東園ホテル松川館

665 伊東市松原657 山岸園

666 伊東市東松原町4－7 山喜旅館

667 伊東市桜木町2-3-1 中華料理　幸華

668 伊東市広野2－2－5 伊東小涌園

669 伊東市渚町1 ファーストガレージ田中屋

670 伊東市吉田1006 サザンクロスリゾート

671 伊東市大室高原1-410 伊豆シャボテンビレッジ

672 伊東市鎌田780-2 魚定商店
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673 伊東市八幡野879 民宿いさお丸

674 伊東市伊豆高原５次576 アヴォンリー

675 伊東市八幡野1091-49 ペンションシーホース

676 伊東市八幡野1198-18 一茶一酒

677 伊東市寿町2－4 伊東園ホテル別館

678 伊東市中央町11-17 すなっく　ちか

679 伊東市宮川町1-1-2 マルマサ水産

680 伊東市中央町13-29 食事処　うな福

681 伊東市猪戸1-5-45 中華の店　五十番

682 伊東市中央町8-10 魔女の館

683 伊東市湯川1-16-18 成木屋（駅前）

684 伊東市松原655 ホテル伊東ガーデン

685 伊東市猪戸1-4-4 肴料理　囃子

686 伊東市中央町12-4大正屋ビルB1 聖月

687 伊東市松原湯端町3-12 松原　手打庵

688 伊東市中央町7-8 スナックｆａｃｅ

689 伊東市湯川1-9-9 阿於㐂食堂

690 伊東市中央町9-8 スナックＣｏＣｏ

691 伊東市猪戸1-8-38 ゆい

692 伊東市富戸1160-11 自然家Ｈａｃｏ

693 伊東市八幡野1247-16 ペンションポテリ

694 伊東市八幡野1166-16 こうげん寿し

695 伊東市八幡野757 民宿豆東園

696 伊東市八幡野449-1 さくら庵

697 伊東市玖須美元和田716-592 らーめんや味楽

698 伊東市猪戸1－5－26 やまだ屋

699 伊東市末広町2－23 大東館

700 伊東市十足615-120 彩月

701 伊東市宇佐美1859-1 やまふじ

702 伊東市宇佐美1712-6 中華金華

703 伊東市広野1-3-17 しながわ荘

704 伊東市荻134-4 武ぞう

705 伊東市猪戸1-7-3 スナック里美

706 伊東市中央町9-9 ＢＡＲ　ＧＬＡＮＺ

707 伊東市中央町11-17 スナック美奈子

708 伊東市中央町12-4 クワタイ

709 伊東市猪戸1-8-36 すしの寿々丸

710 伊東市猪戸１5-9 チャーチル

711 伊東市猪戸1-5-44 マリア

712 伊東市猪戸1-3-10 つた好

713 伊東市岡広町 京王共済組合伊東保養所　鈴伝荘

714 伊東市宇佐美416 民宿　ふかべ



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

715 伊東市玖須美元和田715-470 海鮮料理　文らく丸

716 伊東市新井510-26 オーシャンビュー　ヴィラ・ジェイズ

717 伊東市岡75-33 割烹天ぷら　きよ仲

718 伊東市広野2-4-8 ステーキ池田

719 伊東市松原745－5 ホテルよしの

720 伊東市猪戸1-5-44 中華味菜

721 伊東市岡広町1-3 さがみ寿司

722 伊東市静海町7-6 株式会社富士一丸

723 伊東市竹の内1－1－3 ホテルラヴィエ川良

724 伊東市馬場町2-1-11 温泉橋　長寿庵

725 伊東市玖須美元和田720-143   伊東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞDUO内 ＴＥＲＲＡＣＥれもん

726 伊東市桜木町2－1－2 伊東ホテルニュー岡部

727 伊東市湯川662－251 ビーチコミューン　シンプルース

728 伊東市吉田836-2 アンダの森　伊豆いっぺき湖

729 伊東市宇佐美3242-225 ウィスタリアンライフクラブ宇佐美

730 伊東市宇佐美3243-39 ペンションりんうっど

731 伊東市富戸1299－3 月のうさぎ

732 伊東市松原本町13-4 カラオケスナック幸の鳥

733 伊東市八幡野1081-27 癒やしのわんこ宿にこまめち

734 伊東市新井2－7－1 ＬＵＸＵＲＹ和ＨＯＴＥＬ　風の薫

735 伊東市富戸1007-21 ウブドの森伊豆高原

736 伊東市弥生町2-2 桜木町　手打庵

737 伊東市弥生町7-12 岡の梅家

738 伊東市宮川町1-2-10 のんき寿司

739 伊東市湯川1-16-12 みかど商店

740 伊東市中央町8-9 スリーエイト

741 伊東市岡281 伊東ホテル聚楽

742 伊東市弥生町7－14 下田屋

743 伊東市宮川町1-1-4 観月

744 伊東市十足329-6 手打十割蕎麦・蕎仙

745 伊東市吉田815-80 ワンコが選ぶ天然温泉宿ビスキーハウス

746 伊東市富戸1317-5 大室砦

747 伊東市富戸1317-8 ヴィラージュ伊豆高原

748 伊東市富戸1317-1121 ｍｉｒａｃｏｌｏ

749 伊東市中央町5-4 スナック　マイアミ

750 伊東市広野3-2-7 ごはん酒菜　そのに

751 伊東市中央町9-3 割烹ひと

752 伊東市中央町13-24 一二三寿司

753 伊東市静海町5-15 花季　海岸店

754 伊東市宇佐美1265-7 民宿　あづま

755 伊東市八幡野1124-43 食事処松

756 伊東市八幡野1311-6 京風おばん菜処ほりふく



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

757 伊東市八幡野300-2 炭火割烹　とも

758 伊東市富戸1196-4 夢ａｎクリーンネイト

759 伊東市中央町11-13 パラダイス

760 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　第一売店

761 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　第二売店

762 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　第二そば売店

763 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　第三売店

764 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　第三ラーメン売店

765 伊東市岡1280 伊東温泉競輪場　特席Ｂ売店

766 伊東市猪戸1-5-32 山茶花

767 伊東市音無町5-21 満月

768 伊東市中央町13-28 東海館

769 伊東市八幡野1249-125 ドリームジャーニー優雅

770 伊東市八幡野1104-69 あきしろ

771 伊東市八幡野1184-40 美酒食彩　金べえ

772 伊東市松川町6-5 伊呂波

773 伊東市松川町6-15 居酒屋とっぺん

774 伊東市松原本町14-7 味の若葉

775 伊東市中央町13-29  スナックＰ’ｓ（ピース）

776 伊東市湯川1-16-10 入船伊東駅前店

777 伊東市桜が丘1-1-7 開山荘

778 伊東市広野1-2-15 祇園

779 伊東市猪戸2-1-23 さくら寿し

780 伊東市和田1－12－16 游心楼山へい

781 伊東市十足620-48 萬平

782 伊東市大室高原7-210 風曜日

783 伊東市富戸1317-1264 桜舞　

784 伊東市富戸 1104-60 フォレスト　ヴィラ　オリーブ

785 伊東市松川町1－12 伊東園ホテル

786 伊東市南町1-3-9 そば処　鎌田手打庵

787 伊東市八幡野 1231-25 カントリーイン　ピーウィット

788 伊東市富戸 1102-50 リバティーヒル

789 伊東市中央町11-17 スナックＨｕｌａ

790 伊東市静海町3-8 ニイマルイチ

791 伊東市宇佐美1803-13 温泉民宿　海風荘

792 伊東市大室高原11-348 シャトーシャングリラ

793 伊東市八幡野1312 日本ユニシス伊豆高原

794 伊東市広野1-4-11 赤のれん

795 伊東市渚町2-41 茶亭伽屋

796 伊東市宮川町1-3-5 お菓子工房アルページュ

797 伊東市玖須美元和田720-143   伊東ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞDUO内 中華そばさくら

798 伊東市松川町4-14 カフェ童里夢



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

799 伊東市八幡野455-1 花のれん

800 伊東市赤沢372-54 ペンション麦藁帽子

801 伊東市八幡野1180-18  伊豆の回転寿司花まる銀彩

802 伊東市中央町7-8 スナック愛七美

803 伊東市猪戸1-1-10 食処うめはら

804 伊東市中央町11-16 パブ倉敷

805 伊東市猪戸1-3-4 ｐｒｅｔｔｙｄｏｌｌ

806 伊東市中央町12-14 ひとみ

807 伊東市富戸1102-49 ラ・ポルタ

808 伊東市富戸1099-115 プチホテルＣｏｃｏ　Ａｎｇｅ

809 伊東市八幡野1244-91 レマンの森

810 伊東市八幡野1189-135 2号 Ａ（エー）

811 伊東市富戸 1145-53 伊豆高原プチホテル　陽だまりの丘

812 伊東市湯川1-9-7 喫茶エリーゼ

813 伊東市和田1-12-31 浩月

814 伊東市十足610-197 いっぺき湖

815 伊東市富戸 785-3 城ヶ崎川上ペンション

816 伊東市富戸 1104-61 海とエステと美肌風呂の宿　天使のイルカ！

817 伊東市八幡野1105-59 いっしん

818 伊東市宇佐美1808-5 塩瀬

819 伊東市大室高原4-353 そば処　花柚

820 伊東市八幡野1186-27 Ｄｉｎｉｎｇ　＆Ｂａｒ　Ｂｏｕｒｂｏｎ．（ブルボン）

821 伊東市中央町13-15 焼肉寿光園

822 伊東市富戸1102-30 海女の磯笛

823 伊東市岡406-2 御食事処すずのき

824 伊東市松原本町14-15 和食家一粋

825 伊東市荻141-8 モンリーブ

826 伊東市湯川1-14-15 石舟庵

827 伊東市吉田565-2 宝来寿し

828 伊東市富戸1317-1146 だんらん

829 伊東市八幡野1186-28 マキシム

830 伊東市宇佐美1650-3 温泉民宿　のざき

831 伊東市宇佐美1746-1 中島荘

832 伊東市大室高原 11-102 プチホテル　ノースイン

833 伊東市宇佐美3713-16 金目鯛の宿　こころね

834 伊東市宇佐美1757-9 民宿　大塚

835 伊東市湯川572-87 梅家　伊東店

836 伊東市富戸字水口1101-29 伊東梅家　高原店

837 伊東市川奈1004 海女の小屋　海上亭

838 伊東市富戸1102-3 海女屋伊豆高原店

839 伊東市荻123-4 はんも

840 伊東市富戸1120-3 マイカ



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

841 伊東市松川町5-31 まんざら

842 伊東市八幡野1143-31 ＣＡＦÉ木茶店

843 伊東市池890-1 池のめだかたち　ＪＩＫＫＡ－実家－

844 伊東市竹の内1丁目1-1 めんや若林

845 伊東市富戸1038-71 ヨガウィズシッツ

846 伊東市中央町8-12 １F カルネ

847 伊東市大室高原10-458 サンライズビューＢ＆Ｂ

848 伊東市富戸13117-1052 ａｒｔ　Ｂａｒ　ｆｉｌｌ

849 伊東市池627-6 Ｎｏｌｌｙ’ｓ　ＲＯＵＴＥ　ＴÔＧＡＳＡ

850 伊東市富戸1045-1 クイール

851 伊東市八幡野1204-9 珈琲屋　美豆

852 伊東市富戸266-3 天然温泉の宿　かきの木

853 伊東市静海町5-5 伊山

854 伊東市湯川571-19 じゃんまりん

855 伊東市湯川2-5-3 カベドバンのり

856 伊東市宇佐美3504-1 宇佐美麦酒製造株式会社

857 伊東市十足330-13 伊豆高原サイレントヒルズ

858 伊東市富戸11091-15 ファミリーマート伊東富戸店

859 伊東市湯川1-9-16 すなっくみのわ

860 伊東市鎌田226-4 こーひー　ゆう花

861 伊東市荻452-18 荻生

862 伊東市岡217-16 いわこう

863 伊東市猪戸1-1-9 ＮＡＮＫＵＲＵ

864 伊東市広野1-6-16 伊豆の味処　道

865 伊東市松川町6-10 カフェ波詩３４

866 伊東市南町２丁目3-30 台湾料理　昇龍

867 伊東市荻141-7 パン時間

868 伊東市音無町5-17 天城路

869 伊東市猪戸1-5-35 備屋珈琲

870 伊東市銀座元町7-26 2F 晴れる屋

871 伊東市銀座元町8-1-6 フリータイム

872 伊東市猪戸1-1-4 バブルガム

873 伊東市松川町5-43 福楽

874 伊東市湯川571-19 あさぎり

875 伊東市鎌田367 マリンロード　ラ・プロンジェ

876 伊東市広野1丁目4-6 居酒屋ひろの

877 伊東市銀座元町7-29 スナックター坊

878 伊東市中央町7-7 スナック五条

879 伊東市静海町11-18 台湾料理　鑫源

880 伊東市桜が丘1-3-20 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ

881 伊東市東松原町13-6 うなぎのまとい

882 伊東市湯川3丁目12-1 徳造丸　伊東駅ナカ店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

883 伊東市鎌田957-16 マサアキズ　アンド　トシアキズ

884 伊東市中央町12-18 富久家

885 伊東市竹の内3-19 大衆食堂のぐち

886 伊東市桜木町2-9-12 スナックかずもと

887 伊東市猪戸1-7-3 スナックキャロット

888 伊東市松原本町10-14 好きやねん

889 伊東市中央町7-7 とら蔵

890 伊東市湯川662-100 うさぎの時計

891 伊東市桜木町2-4-5 連凧

892 伊東市玖須美元和田715-86 アジアンオールドバザールＩＺＵ

893 伊東市川奈1366-10 とんかつ　きぬ山

894 伊東市川奈1225-32 セブンイレブン伊東川奈店

895 伊東市十足614-204 Ｂ－ギル

896 伊東市川奈1237-8 ペンション　ａ．ｄｏｍａｎｉ

897 伊東市吉田720-7 そば・うどん勇吉

898 伊東市十足614 池田２０世紀美術館　喫茶室

899 伊東市川奈1226-37 絆や

900 伊東市川奈1052 ペンションやまや

901 伊東市吉田911-8 ペンショングリーンディッシュ

902 伊東市川奈1228-286 呑み食い処一丁目

903 伊東市吉田976-1 凪ノ庄

904 伊東市宇佐美1036-1 イエス！ストロベリー

905 伊東市宇佐美2329-4 内野製茶株式会社

906 伊東市十足324-5 洗濯船Ⅱ

907 伊東市川奈1322-14 カフェテリアＫｉ　

908 伊東市八幡野1283-91 ころぽっくる

909 伊東市松原本町15-1 Ｂｉｓｔｒｏ　にゅう

910 伊東市富戸1108-35 イタリア料理レガーロテッラ

911 伊東市宇佐美1748-1 古民家割烹ひよけ家

912 伊東市富戸1163-48 海族船

913 伊東市富戸1317-3835 麺屋　晴

914 伊東市富戸911-142 アロマローズ

915 伊東市富戸1104-63 ｒａｋｕｙａｄｏ　はなはな

916 伊東市八幡野1243-66 更科伊豆高原店

917 伊東市富戸1317-5 おおむろ軽食堂

918 伊東市八幡野1242-10 季節の料理　楽や

919 伊東市富戸911-4 イタリア料理デルフィーノ

920 伊東市八幡野1031-23 ｓｔａｒｆｉｅｌｄ

921 伊東市池624-13 一石屋

922 伊東市池624-7 オーベルジュ　ミヨー

923 伊東市富戸1305-8 横浜藤よし伊豆店　橘香の里

924 伊東市富戸1131-82 ホライゾン



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

925 伊東市富戸844-29 ぴのん

926 伊東市八幡野1250-34 青い風ガーデン

927 伊東市富戸1095-97 ラブリーワンズ

928 伊東市富戸1317-624 桜美林学園　伊豆高原クラブ

929 伊東市八幡野1066-6 森のぞうがん美術館

930 伊東市大室高原10-313 備屋珈琲　伊豆高原店

931 伊東市大室高原7-108 備屋珈琲　伊豆高原工場

932 伊東市富戸字奈尾1091-51 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍｉｙａｂｉ

933 伊東市八幡野1759-649 イタリアンオーベルジュ　ティアラ

934 伊東市八幡野1262-18 カフェミルキー

935 伊東市大室高原4-264 パパマリーノ

936 伊東市八幡野1235-15 ラグドール

937 伊東市富戸1024-1 イベリア

938 伊東市富戸1020-447 ダイニングバーＭｉｔｓｕｋｏ

939 伊東市富戸1317-1126 カフェ・ビートル

940 伊東市富戸985-2 富戸ダイビングリゾート

941 伊東市大室高原8-543 プチホテル渚苑

942 伊東市富戸1317-851 庭Ｃａｆｅ

943 伊東市富戸842-137 ペンションルッコラ

944 伊東市富戸354-1 伊豆海ダイビングリゾート

945 伊東市大室高原4-548 パルテール

946 伊東市八幡野1248-1 くつろぎの宿　華

947 伊東市富戸1317-1305 ドッグリゾート　ＯＮＥ　ＭＯＲＥ

948 伊東市中央町13-2-3 焼肉・ラーメン　山良

949 伊東市富戸1030-10 米処＆茶屋　和　伊豆高原店

950 伊東市吉田353-1 ｍｉａｇｏｌａｒｅ（ミャゴラーレ）

951 伊東市岡1391-52 ゲストハウス倭荘

952 伊東市川奈1214-4 Ｋ　Ｄｉｎｅｒ

953 伊東市川奈1334-7 川奈アイランド

954 伊東市新井2丁目16-6 大翔水産

955 伊東市赤沢309 赤沢丸昌

956 伊東市池614-13 ペンションぴっと

957 伊東市八幡野1125-42 ペンションモルゲン

958 伊東市八幡野1183 紅龍

959 伊東市八幡野1100-5 ＮＡＹＵＴＡ食堂

960 伊東市八幡野1320-6 ハッピーちっぴー

961 伊東市八幡野1310-1 天麗３０１伊豆高原保養所

962 伊東市八幡野1737 アイウェルネス伊豆高原

963 伊東市八幡野1283-106 グルメ厨房生田

964 伊東市八幡野1588-441 ペンション木もれ日

965 伊東市八幡野947-388 カラオケ喫茶ポニー

966 伊東市八幡野1323-46 カフェ　イーストヒルズ



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

967 伊東市八幡野1104-53 くろ吉

968 伊東市八幡野1352-72 マリンゾロリゾート

969 伊東市八幡野1357-27 橘陶房Ｃａｆｅ

970 伊東市八幡野1039-101 ジュピター

971 伊東市八幡野1039-100 さらの木

972 伊東市八幡野1132-8 ねこカフェ　にゃおん

973 伊東市八幡野1064-2 伊豆テディベアミュージアム

974 伊東市八幡野1355-28 おもてなし処　さくら

975 伊東市八幡野1186-55 和居

976 伊東市八幡野1167-7 新村カルビ

977 伊東市東松原町1-16 ＣＡＬＹＰＳＯ　ＣＡＦÉ

978 伊東市富戸908-111 宇賀神

979 伊東市富戸1317-5700 Ｂ＆Ｂゲストハウス輪の宿

980 伊東市鎌田1075-63 優鶴

981 伊東市八幡野 1249-33 プチ・ラパン

982 伊東市湯川1-16-8 和牛すぎもと

983 伊東市八幡野1282-33 切麦屋あいだ

984 伊東市八幡野1739-21 株式会社ＳＣＣ浮山研修所

985 伊東市池614-246 森のしずく

986 伊東市湯川571-19 伊豆太郎マリンタウン店

987 伊東市渚町2-6 カフェ・タチ

988 伊東市南町1-2-12 ＣＡＫＥＳＨＯＰＭａＫｏｔｏ

989 伊東市川奈1459本館１Ｆ 川奈ホテル　メインダイニングルーム

990 伊東市川奈1459本館　B１Ｆ 川奈ホテル　グリルルーム

991 伊東市川奈1459本館１Ｆ 川奈ホテルメインバー

992 伊東市川奈1459本館１Ｆ 川奈ホテルサンパーラー

993 伊東市川奈1225-154 伊豆太郎川奈店

994 伊東市富戸1209-46 花生の郷

995 伊東市八幡野1099-17 鮨晴

996 伊東市富戸892-26 とん喜

997 伊東市富戸890-5 ジェイガーデン

998 沼津市東椎路字東荒301-3ららぽーと沼津１F 伊豆高原ケニーズハウスカフェ

999 沼津市東椎路字東荒301-3ららぽーと沼津3F ＫＥＮＮＹＳソフト＆ジェラートスタンド

1000 清水町玉川61-2サントムーン柿田川１F　 伊豆高原ケニーズハウスカフェ

1001 伊東市吉田888-19 ケニーズハウス一碧湖貸別荘

1002 伊東市岡1351-15 シフォンケーキそわ

1003 伊東市川奈小室山1428 小室山レストハウス

1004 伊東市富戸1090 伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとケニーズハウスカフェ

1005 伊東市富戸1038 和菓子カフェ　つぐみ

1006 伊東市八幡野1064-6 ケニーズハウスカフェ伊豆高原本店

1007 伊東市湯田町2-12 株式会社市川製茶　本店

1008 伊東市湯川1-16-10 株式会社入船



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1009 伊東市猪戸1-2-1 株式会社市川製茶　湯の花通り店

1010 伊東市吉田574-2 株式会社市川製茶　吉田店

1011 伊東市吉田834 ゴールド川奈カントリークラブ

1012 伊東市八幡野1183 株式会社市川製茶　伊豆高原店

1013 伊東市八幡野1027 伊豆高原ゆうゆうの里

1014 伊東市湯田町2-12 株式会社市川製茶　銀座元町店

1015 伊東市富戸907-36 城ケ崎オレンジ村

1016 伊東市八幡野1233-8 Ｗｅｓｔ　ｓｔａｙｓ

1017 伊東市荻128-1 セブンイレブン伊東市荻店

1018 伊東市中央町5-4 ねりものや　武

1019 伊東市富戸912-28 肴屋大ちゃん

1020 伊東市富戸911-80 Ｃａｆｅ　Ａｍｉ

1021 伊東市八幡野1274-24 俵家

1022 伊東市富戸925-38 伊豆高原ＢＡＳＥ

1023 伊東市大室高原6-620 ルーシーキキ

1024 伊東市大室高原6-626 かえで庵

1025 伊東市大室高原6-650 石の家

1026 伊東市大室高原2-716 お宿うち山

1027 伊東市南大室大3-71 花彩亭

1028 熱海市上多賀1051-1 マリンスターパート２

1029 熱海市咲見町12-11　斧ﾋﾞﾙ1階 Vajra　バサラ

1030 熱海市昭和町13-23 居酒屋　こころ

1031 熱海市田原本町2-19 月の栖　熱海聚楽ホテル

1032 熱海市咲見町4-34 珍味のくり原

1033 熱海市渚町8-1 麺匠　うえ田

1034 熱海市和田浜南町10-1 割烹レストラン　紅梅亭

1035 熱海市和田浜南町10-1 レストラン「 HARBOR‘S W」

1036 熱海市泉35 BON

1037 熱海市清水町7-16103 寺子屋キッチン

1038 熱海市咲見町10-1 白扇

1039 熱海市泉240-303 豆杏ｃaｆe

1040 熱海市渚町13-2住吉屋ビル1F 鉄板焼　西麻布またはり

1041 熱海市咲見町7-31 こばち

1042 熱海市和田町13-2 うたと酒の駅

1043 熱海市昭和町15-4 アンコール

1044 熱海市熱海1993-158 吉茶　松濤館

1045 熱海市渚町15-12 スナック シュン

1046 熱海市清水町6-27 ﾌﾙｰﾂﾊﾟｰﾗｰあらたま

1047 熱海市渚町18-5 作

1048 熱海市渚町3-5 茶房　月の渚

1049 熱海市清水町4-3松井ビル1F スナック 梓

1050 熱海市咲見町10-5ｷｬﾋﾟﾀﾙ熱海1Ｆ　　 柾家



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1051 熱海市伊豆山1171 ㈱熱海ゴルフ

1052 熱海市熱海1993 熱海城  ヒルトップテラス

1053 熱海市熱海1993 熱海城　大名茶屋

1054 熱海市田原本町5-13 EBISU-YA駅前店

1055 熱海市銀座町4-6 三松鮨

1056 熱海市銀座町7-11 すし忠

1057 熱海市中央町3-6 鳳家

1058 熱海市中央町10-7 はまだや

1059 熱海市渚町10-13 わんたんや

1060 熱海市渚町20-2 prmenado  Mizutani

1061 熱海市渚町1-1 クレール

1062 熱海市渚町3-3 淡島寿司

1063 熱海市中央町4-10 くいしんぼう

1064 熱海市上宿町1-25 柿乃木

1065 熱海市中央町18-1 キッチン樹樹

1066 熱海市中央町18-10 善作

1067 熱海市中央町5-10 とっくり

1068 熱海市中央町8-7 かさご

1069 熱海市東海岸町5-24 有喜多

1070 熱海市中央町10-15 ＣＯＬＤ　ＲＵＳＨ

1071 熱海市田原本町4-19 讃

1072 熱海市田原本町8-5 プランタン

1073 熱海市田原本町8-9 レストランフルヤ

1074 熱海市田原本町5-7 丸福食堂

1075 熱海市田原本町3-11 海蔵

1076 熱海市田原本町12-1 飯山

1077 熱海市咲見町10-1 山田屋

1078 熱海市咲見町9-1 としまや

1079 熱海市咲見町3-1 くろんぼ

1080 熱海市銀座町9-3 石川屋

1081 熱海市渚町4-5 佳助

1082 熱海市渚町12-1 幸華

1083 熱海市渚町16-4 ひょうたん

1084 熱海市中央町9-3 穂津美

1085 熱海市中央町15-4 純

1086 熱海市渚町10-1 ホワイトハウス

1087 熱海市渚町10-9 けいちゃん

1088 熱海市渚町19-10 平ちゃん

1089 熱海市渚町15-10 はせがわ

1090 熱海市渚町19-16 イヴ

1091 熱海市昭和町15-1 草

1092 熱海市網代59-2 ベルビュー南熱海



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1093 熱海市咲見町7-54 あと5分

1094 熱海市咲見町6-25 サンライズ熱海

1095 熱海市銀座町5-9 めるへんアラスカ

1096 熱海市中央町10-2 サンズ・ベイ

1097 熱海市中央町10-2 エンジェル

1098 熱海市中央町10-2 延

1099 熱海市中央町11-25 赤とんぼ

1100 熱海市中央町11-26 アバンギャルド

1101 熱海市福道町6-2 ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟおがわ

1102 熱海市梅園町8-8 梅の家

1103 熱海市中央町3-1 りゅうぎや

1104 熱海市銀座町1-11 釜鶴

1105 熱海市東海岸町6-51 ８８ｔeesＣＡＦＥ

1106 熱海市中央町1-5 熱海城田中家

1107 熱海市中央町4-2 大一楼

1108 熱海市渚町13-11 yosi　魚ーtei

1109 熱海市銀座町5-10 宝亭

1110 熱海市田原本町8-5 味くら

1111 熱海市銀座町8-14 ボンネット

1112 熱海市銀座町5-1 こだま

1113 熱海市銀座町10-16 やまもと

1114 熱海市銀座町5-8 食楽ｷｯﾁﾝ熱海銀座店

1115 熱海市銀座町3-7 テルマーレ

1116 熱海市中央町11-1 天ぷら　鶴吉

1117 熱海市中央町14-3 みつはし

1118 熱海市渚町7-15 レストランＭＯＮ

1119 熱海市渚町10-13 スコット本店

1120 熱海市渚町20-6 ＬＯＦＴ商会

1121 熱海市渚町15-2 季の食　妙

1122 熱海市銀座町7-17 味よし屋

1123 熱海市銀座町4-9 炭火焼肉　瓢箪屋

1124 熱海市清水町4-7 串笑い　みっちゃん

1125 熱海市伊豆山508-1 甲

1126 熱海市中央町9-9 ル・ソアレ

1127 熱海市中央町8-10 鶏一熱海本店

1128 熱海市中央町1-5 yakiniku&craftＢeer  田

1129 熱海市中央町1-5 craftBeerCafe 熱海の麦酒屋

1130 熱海市中央町10-4 まつい

1131 熱海市田原本町6-5 カフェプランタン

1132 熱海市銀座町3-13 音珠

1133 熱海市咲見町7-33 天煌飯店

1134 熱海市田原本町8-2 るな
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1135 熱海市田原本町7-1 磯丸　

1136 熱海市西山町22-23 ガーデンカフェリプル

1137 熱海市田原本町4-7 ミルク

1138 熱海市田原本町3-8 和食処　こばやし

1139 熱海市桃山町18-21 のとや

1140 熱海市伊豆山270-2 レストラン春陽亭

1141 熱海市桃山町17-8 ｺｰﾋｰ＆ｽﾅｯｸ　とこや

1142 熱海市田原本町9-1 チップ

1143 熱海市咲見町7-48 中国菜室　壱番

1144 熱海市中央町14-1 初川

1145 熱海市東海岸町4-11201 ブルーナインカフェ

1146 熱海市中央町4-19 モコ

1147 熱海市銀座町10-6konﾋﾞﾙ2Ｆ Ｌibertas

1148 熱海市銀座町10-21 利休庵

1149 熱海市銀座町8-18 浜作

1150 熱海市銀座町7-6 ＰＯＬＡＲＩＳ

1151 熱海市銀座町4-14 鳥秀

1152 熱海市銀座町3-6 炭焼旬彩　楽

1153 熱海市熱海1993-250ﾎﾃﾙﾆｭｰｱｶｵ内 はまゆう

1154 熱海市福道町7-16 そば処　すずき

1155 熱海市福道町7-11 洋食　とん一

1156 熱海市清水町14-8 うおなお亭

1157 熱海市清水町10-10 熱海　福家

1158 熱海市銀座町7-12 味里　熱海店

1159 熱海市伊豆山204-10 ゲストハウスだいだい

1160 熱海市紅葉ヶ丘町24-5 サブロッソ

1161 熱海市桜町14-2 そば悦

1162 熱海市桜町6-16 むさしや

1163 熱海市咲見町7-48咲見町ﾊｲﾂ101 バルバルＡＴＡＭＩ

1164 熱海市中央町10-10 牛タン　いち江

1165 熱海市福道町3-20 ＴＥＭＰＯＤＯＲＯ

1166 熱海市銀座町7-16 サンマリノ

1167 熱海市清水町1-5 魚ごころ　季魚喜人

1168 熱海市渚町21-15 和食処　旬夏秋冬

1169 熱海市中央町11-19 むさし乃

1170 熱海市中央町10-4 味処　葵

1171 熱海市中央町5-13 スナックベルデ

1172 熱海市桃山町26-2MOA美術館内 二條新町 そばの坊

1173 熱海市桃山町26-2MOA美術館 茶室　一白庵

1174 熱海市桃山町26-2MOA美術館 和食・甘未 花の茶屋

1175 熱海市中央町6-3 プロジェクトＭ

1176 熱海市渚町15-1 あたみ食堂
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1177 熱海市渚町7-1 おやじの蔵

1178 熱海市渚町12-7 おふく

1179 熱海市渚町16-14 鳥満

1180 熱海市渚町12-7　 南海苑

1181 熱海市渚町15-11　 Ｓｅｌｆiｓｈ　DINER

1182 熱海市清水町4-3ﾏﾂｲﾋﾞﾙ1F 呑食屋　橋三

1183 熱海市清水町4-16 天匠

1184 熱海市咲見町3-16 Café　アンシャンテ

1185 熱海市中央町4-24 LOOP

1186 熱海市中央町8-5佐藤ビル はまなか

1187 熱海市咲見町1-15 夢CLUB　OPENHERT

1188 熱海市中央町11-262F Casusly’s Bar KING

1189 熱海市清水町5-5 水珠

1190 熱海市中央町14-7 CLUB　Legendo

1191 熱海市中央町3-6 こはく

1192 熱海市中央町9-1 パブスナック　スーパーマン

1193 熱海市中央町8-5 フェリーチェ

1194 熱海市伊豆山791-4 海山

1195 熱海市伊豆山820-3 ﾌﾟﾗｻﾞ伊豆山　ラ・メール

1196 熱海市田原本町6-5 杉養蜂園　熱海店

1197 熱海市伊豆山579 そば処　木むら

1198 熱海市咲見町12-6 ひらり

1199 熱海市中央町11-2 (有)ひさ花

1200 熱海市中央町4-3 喜撰

1201 熱海市春日町17-18 和食　駒

1202 熱海市中央町18-6 食彩　飯事

1203 熱海市中央町14-3 スナックゆき

1204 熱海市渚町22-1 PLUTON

1205 熱海市中央町6-4 スナック亜

1206 熱海市渚町10-9 けいちゃん

1207 熱海市渚町15-2 一徹

1208 熱海市渚町10-9 平ちゃん

1209 熱海市渚町5-5 まさる

1210 熱海市清水町12-5 蓬

1211 熱海市清水町16-6 ラ・メール

1212 熱海市清水町15-3 なみき

1213 熱海市昭和町3-20 もんじゃ　やま

1214 熱海市昭和町17-3 とき

1215 熱海市田原本町5-5 祇園

1216 熱海市田原本町5-2 香蘭亭

1217 熱海市田原本町2-11 LEONE９

1218 熱海市田原本町56 大西



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1219 熱海市田原本町9-1 さくら

1220 熱海市田原本町9-1 たしろ

1221 熱海市田原本町9-1 まぐろや

1222 熱海市田原本町9-1 つけめん熱海維新

1223 熱海市田原本町9-1 一丁目

1224 熱海市田原本町2-11 御冨久路

1225 熱海市中央町3-14 喜八

1226 熱海市中央町10-6 富其代亭

1227 熱海市中央町10-2 延

1228 熱海市銀座町8-18 秘苑

1229 熱海市銀座町7-14 南大門

1230 熱海市銀座町8-9 お肴野郎　清介

1231 熱海市咲見町7-33 鮨道楽のんき

1232 熱海市桃山町26-2MOA美術館 Ｌa Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka

1233 熱海市桃山町26-2MOA美術館 the café

1234 熱海市中央町15-4 スナック不美人

1235 熱海市上多賀764-25 ノンノン

1236 熱海市田原本町11-1 爽亭

1237 熱海市中央町8-5 Ｌa SCARPETTA

1238 熱海市渚町2020-36 サンレモカフェ

1239 熱海市下多賀541-24 SANREMO SOLARE

1240 熱海市咲見町7-34 ふくろう別館

1241 熱海市清水町4-16 ちゅうしんの蔵

1242 熱海市清水町12-10 ビバはうす

1243 熱海市上多賀125-1 ㈱三加和

1244 熱海市上多賀786-13 焼とり　よだ

1245 熱海市和田浜南町2-20 愛ちゃん

1246 熱海市東海岸町14-3 おさむ商店

1247 熱海市上多賀902 アイドル

1248 熱海市田原本町9-1 和食処　結

1249 熱海市西山町10-8 昭和電線来の宮保養所

1250 熱海市水口町1-16-66 熱海ニュー美松

1251 熱海市伊豆山433 キャノン健康保険組合保養所ｷｬﾉﾝ熱海ゆうゆう館

1252 熱海市伊豆山1173-487 日本経済新聞社健康保険組合伊豆山保養所

1253 熱海市林が丘町12-13 山九熱海寮

1254 熱海市春日町14-9 トーカ熱海

1255 熱海市上宿町14-10 三井物産滞春亭

1256 熱海市桃山町5-18 日本総合住生活　桃山寮

1257 熱海市春日町8-24 警察共済組合ホテル弥生

1258 熱海市西山町6-46 荏原製作所　熱海来の宮荘

1259 熱海市海光町10-28 明和地所熱海保養所

1260 熱海市春日町7-39 KKR熱海



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1261 熱海市初島201-2 食堂  山本

1262 熱海市渚町15-12 ｼｰｻｲﾄﾞｶﾌｪ：ﾗｲｽﾎﾞｰﾙ

1263 熱海市渚町18-10 さくら

1264 熱海市中央町6-1 酔いどれ亭

1265 熱海市渚町13-5つたやﾋﾞﾙ2Ｆ ﾊﾟﾌﾞかぶらんか

1266 熱海市渚町22-1 時の肴

1267 熱海市中央町5-9 Ｂａｒ　アトミックカフェ　

1268 熱海市銀座町3-13 杏樹

1269 熱海市中央町11-4 バー修

1270 熱海市中央町15-4 フォンテーヌブロー

1271 熱海市中央町4-9 スナック　ミュー

1272 熱海市網代627-506 網代磯舟ホテル　あじろ食堂

1273 熱海市中央町2-2新玉ﾋﾞﾙ1Ｆ 熱海一寿司

1274 熱海市泉231 ゆがわら大野屋旅館

1275 熱海市中央町6-1花本ﾋﾞﾙ2Ｆ 酒肴房　ばんふ

1276 熱海市中央町11-22 プライベートサロン　灯影

1277 熱海市下多賀1484-19 長浜苑

1278 熱海市下多賀1472-1 ニューとみよし

1279 熱海市下多賀493 湯の宿　平鶴

1280 熱海市下多賀660 伊豆網代温泉　松風苑

1281 熱海市下多賀1470-5 潮騒の宿　ふじま

1282 熱海市下多賀1480 みやこ荘

1283 熱海市下多賀123-1 南風荘

1284 熱海市網代453-8 作五郎丸

1285 熱海市網代278-1 民宿　とみよし

1286 伊東市宇佐美3594-809 ホテルふたり木もれ陽

1287 熱海市下多賀141 大成館

1288 熱海市下多賀134 網代観光ホテル

1289 熱海市田原本町7-6 ㈱成木屋商店

1290 熱海市田原本町1-5 食事処ふくや

1291 熱海市田原本町2-5 翠々

1292 熱海市田原本町2-6 囲炉り茶屋

1293 熱海市田原本町7-5 だるま

1294 熱海市林が丘町22-10 薫風荘

1295 熱海市田原本町6-13 仲見世いわい

1296 熱海市田原本町6-3 うな正

1297 熱海市田原本町3-8 泉八

1298 熱海市田原本町2-7 うな重

1299 熱海市渚町11-12 木むらそば店

1300 熱海市渚町15-6 和可奈寿し

1301 熱海市桜木町2-6 まる賀

1302 熱海市銀座町4-1 更科



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1303 熱海市銀座町5-9 濱よし

1304 熱海市中央町11-19 むさし乃

1305 熱海市中央町17-9 寿司孝

1306 熱海市西熱海町1-13-43 東芝来の宮荘

1307 熱海市中央町18-8 Café　Lydian

1308 熱海市渚町12-5 田園

1309 熱海市渚町10-5 ナギサコーヒー店

1310 熱海市銀座町10-20 あをきのひもの

1311 熱海市銀座町10-19 QUARTO

1312 熱海市銀座町10-18 ㈱釜鶴

1313 熱海市銀座町10-20 小沢ひもの店

1314 熱海市銀座町6-6 サトウ椿㈱

1315 熱海市中央町7-9 居酒屋魚庵

1316 熱海市中央町3-10 メキシコ

1317 熱海市田原本町4-1 ㈲丸高名産店

1318 熱海市田原本町6-4 ㈲桜井商店

1319 熱海市田原本町3-11 ㈲魚とや

1320 熱海市泉226-70 御宿　瑞鷹　7F

1321 熱海市泉226-70 御宿　瑞鷹

1322 熱海市田原本町4-4 ㈲杉山名産店

1323 熱海市田原本町6-8 (資)丸福高橋商店

1324 熱海市田原本町7-6 ㈱藍花

1325 熱海市網代627-507 シーガル

1326 熱海市上多賀154 のぐち食堂

1327 熱海市網代627-204 漁師食堂　川忠

1328 熱海市網代527-208 味里

1329 熱海市網代627-93 藤哲

1330 熱海市下多賀172マンションめぐみ102 スナック　パセリ

1331 熱海市下多賀460 さつき寿し

1332 熱海市下多賀134 スナック　気まぐれ

1333 熱海市下多賀726-1 やまとや

1334 熱海市下多賀179-2 喫茶　かぼちゃ

1335 熱海市網代164-1 とおる

1336 熱海市下多賀434-1ニュータバラビル1F 漁師家　大次郎丸

1337 熱海市下多賀9-8 焼肉とんがらし

1338 熱海市泉412-91 ペンション　プリンス

1339 熱海市田原本町8-5 ㈲アカオ商店

1340 熱海市桜町6-17 ㈱三河屋商店

1341 熱海市咲見町12渡辺ビル1F Imbiss熱海

1342 熱海市田原本町1-8野村ビル1F クレッセント

1343 熱海市下多賀1413-14 博龍

1344 熱海市網代100-7 太公望



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1345 熱海市下多賀134-1 どんぐり

1346 熱海市下多賀144 かざぐるま

1347 熱海市中央町16-8石黒ハイツ1F Bar Negroni

1348 熱海市中央町6-1花本ビル1F おっぽっ家

1349 熱海市中央町3-14友楽ビル2F パブ笑福

1350 熱海市中央町6-11古谷ビル1F 焼肉　壽

1351 熱海市咲見町1-14 ㈲中田物産

1352 熱海市田原本町6-8 ㈲末松隆商事

1353 熱海市咲見町9-7 café Beluga

1354 熱海市和田町1-4 魚助商店

1355 熱海市伊豆山502 ㈲魚久

1356 熱海市桜町17-43 宇田水産

1357 熱海市伊豆山392-1 熱海リフレッシュセンター

1358 熱海市上多賀241-2 和

1359 熱海市中央町14-7 ステーキハウスはまだ

1360 熱海市熱海1800 西熱海ゴルフコース

1361 熱海市清水町2-6 うさぎの鈴

1362 熱海市青葉町9-9 パキラ

1363 熱海市西熱海町2-16-31 ナチュレ自然館

1364 熱海市東海岸町2-15 喫茶サンバード

1365 熱海市銀座町1-22 カフェ　ド　シュマン

1366 熱海市田原本町5-9 CAFÉ　KICHI

1367 熱海市伊豆山1021 カフェ　やまぼうし

1368 熱海市咲見町7-48 うお咲

1369 熱海市下多賀842-4 フレンズ熱海

1370 熱海市泉107 ニューウェルシティ湯河原

1371 熱海市泉108 ニューウェルシティ湯河原

1372 熱海市水口町2-20-3 マイウェイホーム熱海きのみや

1373 熱海市下多賀1401-24 くるまやラーメン熱海多賀店

1374 熱海市泉226 川堰苑いすゞホテル

1375 熱海市泉226 川堰苑いすゞホテル

1376 熱海市渚町3-12 浜っ子

1377 熱海市水口町19-20 夢元クラブ

1378 熱海市泉99-1 lunch　itta

1379 熱海市田原本町6-3 熱海まる天

1380 熱海市下多賀432-11 民宿　秋月

1381 熱海市昭和町19-3 半蔵

1382 熱海市清水町6-27102 Rin

1383 熱海市田原本町8-12 ㈱L＆S

1384 熱海市咲見町10-8 JUICE＆SANDWICH瑞宝荘

1385 熱海市清水町3-17 呑み処　伊呂波家

1386 熱海市網代627-910 セブンイレブン熱海網代店
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1387 伊豆市大沢409 ファームズキッチン　ホシヤ

1388 伊豆市修善寺697－1 修善寺ｎｏ洋食屋

1389 伊豆市柏久保621 中清

1390 伊豆市瓜生野221-1 鮨　ひがし

1391 伊豆市修善寺691-8 食道苑

1392 伊豆市瓜生野218-1 やきとり　いづっ子

1393 伊豆市修善寺765-2 有限会社五葉館

1394 伊豆市修善寺3449-1 河鹿荘

1395 伊豆市修善寺765 めし屋みづ

1396 伊豆市修善寺703-4 狩野庄　紅谷

1397 伊豆市修善寺691-1 駿河亭

1398 伊豆市本立野519 魚栄

1399 伊豆市修善寺955 オレンジタイムズ

1400 伊豆市柏久保628-4 玉家

1401 伊豆市瓜生野217 デイリーケアセイジョー修善寺店

1402 伊豆市柏久保605-2 割烹四季

1403 伊豆市柏久保554-13 カラオケスナック　アゲイン

1404 伊豆市門野原226-2 狩の川屋

1405 伊豆市湯ヶ島892-14 カメヤ浄蓮の滝

1406 伊豆市市山785-1 ㈲浅田わさび店

1407 伊豆市湯ヶ島892-66 かたつむり

1408 伊豆市湯ヶ島2860-50 あまぎ

1409 伊豆市市山1-10 民宿　わらじ

1410 伊豆市佐野272-50 尾崎荘

1411 伊豆市湯ヶ島126-1 RAIZU

1412 伊豆市湯ヶ島1690 伊豆屋わさび店

1413 伊豆市湯ヶ島361 増田米工房

1414 伊豆市青羽根346 四馬路

1415 伊豆市市山540-1 あまご茶屋

1416 伊豆市修善寺765-1 あまご茶屋修善寺店

1417 伊豆市ヶ瀬11-1 コンビニマートＡＭＡＧＩ

1418 伊豆市下船原8-7 ㈲でぐち

1419 伊豆市松ヶ瀬273-1 いなcaféおんちゃんち

1420 伊豆市湯ヶ島1882-6 天城ベニ屋

1421 伊豆市吉奈101 御宿さか屋

1422 伊豆市 里山のハーモニー

1423 伊豆市ヶ島868-2 クラフト　樅の木

1424 伊豆市湯ヶ島275-1 大増

1425 伊豆市上船原1424 ペンション　メモリア

1426 伊豆市湯ケ島262 玉利屋

1427 伊豆市上船原1120-1 伊豆船原ゴルフ

1428 伊豆市上船原1120-1 天城ふるさと広場山荘
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1429 伊豆市湯ヶ島2859-29 伊豆の佐太郎

1430 伊豆市月ヶ瀬128-1 ささの

1431 伊豆市湯ヶ島2813-1 秀緑苑白雲楼

1432 伊豆市湯ヶ島892-6 ㈲天城わさびの里

1433 伊豆市青羽根59-1 清森堂

1434 伊豆市月ヶ瀬199-1 オリーブ

1435 伊豆市吉奈164-1 ベーカリー＆テーブル東府や

1436 伊豆市吉奈98 東府や Ｒｅｓｏｒｔ　＆　Ｓｐａ－Ｉｚｕ

1437 伊豆市湯ヶ島1-11 セブンイレブン天城湯ヶ島店

1438 伊豆市湯ヶ島892-2 滝見茶屋

1439 伊豆市湯ヶ島1656-1 湯本館

1440 伊豆市月ヶ瀬535－5 農事組合法人伊豆月ヶ瀬梅組合

1441 伊豆市青羽根349 ㈲森島米店

1442 伊豆市市山325 アイノベックス㈱

1443 伊豆市湯ヶ島2852-30 スナックみゆき

1444 伊豆市湯ヶ島185-1 鈴木屋

1445 伊豆市湯ヶ島191-5 丸岩安藤わさび店

1446 伊豆市市山550 東京ラスク　伊豆工場

1447 伊豆市雲金272 ㈲若木屋

1448 下船原6-1 ヤマモトフードセンター

1449 伊豆市市山274-3 明徳観光

1450 伊豆市雲金102 飯田おとり店

1451 伊豆市湯ヶ島1972-1 いろりの宿三吉

1452 伊豆市修善寺3431 ブリーズベイ修善寺ホテル

1453 伊豆市柏久保631-1 やまもと

1454 伊豆市修善寺3451-26 奈紬太

1455 伊豆市修善寺824-1 満月堂

1456 伊豆市修善寺765-6 ㈲独鈷そば大戸

1457 伊豆市牧之郷516-8 レストラン　ポエム

1458 伊豆市冷川1592 峠の茶屋

1459 伊豆市原保202 ㈲伊豆美屋わさび店

1460 伊豆市上白岩614-1 修さんの店

1461 伊豆市城726-1 天狗之杜

1462 伊豆市関野318-1 スリービーンズ　コーヒー

1463 伊豆市筏場1014 たか惣

1464 伊豆市筏場357 上ノ沢わさび店

1465 伊豆市梅木244-1 響屋

1466 伊豆市上白岩1268-2 魚喜鮮魚店

1467 伊豆市城169-5 Ｓｗｅｅｔ　ｃａｆｅ

1468 伊豆市地蔵堂845-67 伊豆ハイツゴルフクラブ

1469 伊豆市八幡483-7 ひで

1470 伊豆市姫之湯584-1 ライフハウス友だち村



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1471 伊豆市原保395-1 魚由

1472 伊豆市戸倉野185 三角屋商店

1473 伊豆市上白岩608-3 いろは寿司

1474 伊豆市中原戸68 ｈａｓａｍａ ｃａｆｅ はーぶ＆すぱいす

1475 伊豆市梅木71-4 お食事処　いけの

1476 伊豆市上白岩1720-18 ペンション　ピノキオ

1477 伊豆市冷川2039-1 Vanilla Beans

1478 伊豆市下白岩301-1 にしき野

1479 伊豆市徳永185-1 Bike Pack

1480 伊豆市姫之湯190 わさびのマルキチ

1481 伊豆市徳永683-2 いかばた

1482 伊豆市八幡928-6 スペイン家庭料理るびーな

1483 伊豆市冷川1521-108 中伊豆グリーンクラブ

1484 伊豆市下白岩307-6 お食事処　留宝留ながた

1485 伊豆市原保167 中伊豆の時間

1486 伊豆市冷川1466 食事処　ぷくぷく

1487 伊豆市下白岩1433-27 中伊豆ワイナリー　シャトーＴＳ

1488 伊豆市八幡477-1 宮城

1489 伊豆市八幡1125-45 ベーカリー＆酒ィーツカフェ　おはな

1490 伊豆市柏久保625-3 食処おおき

1491 伊豆市修善寺997-2 金福荘

1492 伊豆市修善寺1082 茶庵芙蓉

1493 伊豆の国市大仁448-5 肉酒場　たいが

1494 伊豆の国市田中山389 大美伊豆牧場

1495 伊豆の国市田京152-5 マクドナルド大仁店

1496 伊豆の国市御門51-4 小料理　多仲

1497 伊豆の国市浮橋1606-2 ＭＯＡ大仁農場職員食堂

1498 伊豆の国市大仁440 みかどや旅館

1499 伊豆の国市三福192-1 台湾料理　金龍閣

1500 伊豆の国市長者原1240 大熱海国際ゴルフクラブ

1501 伊豆の国市田京271-36 喜好

1502 伊豆の国市田京271－21 中国料理　いーある

1503 伊豆の国市浮橋1601-1 大仁研修センター

1504 伊豆の国市田京38-1 ミック大仁ホール

1505 伊豆の国市三福287-4 Ａｍｉｔｉｅ

1506 伊豆の国市宗光寺895-1 餃子工房　ひまわり

1507 伊豆の国市吉田88-3 御食事処喜山

1508 伊豆の国市立花３丁目260 三介荘

1509 伊豆の国市田原野160-3 蕎麦工房　ぼっち

1510 伊豆の国市田京264-26 焼肉　蔵

1511 伊豆の国市大仁456-7 ときわや食堂

1512 伊豆の国市田京158－1 大連



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1513 伊豆の国市田京273-15 Anvers

1514 伊豆の国市大仁485-1 富士屋旅館

1515 伊豆の国市田京302-22 ドン

1516 伊豆の国市神島118-6 伊豆の国ミルクセンター

1517 伊豆の国市宗光寺662-41 お菓子工房ひぐち

1518 伊豆の国市大仁597-2 まちすけ

1519 伊豆の国市三福261－1 味処　伊豆之助

1520 伊豆の国市大仁284 ふかせ

1521 伊豆市修善寺4281-41 松葉茶屋

1522 伊豆市松ケ瀬151-1 かの本陣

1523 伊豆市土肥357 スナックセダン

1524 伊豆市肥2197-2 グリーンヒル土肥

1525 伊豆市修善寺882-9 hono hono café

1526 伊豆市修善寺108 やきとら

1527 伊豆市牧之郷534-3 野風増

1528 伊豆市柏久保625-6 舞寿し

1529 伊豆市修善寺3458－26 琴茶庵

1530 伊豆市上白岩400-1 お食事　たぬき

1531 伊豆市関野317 和食処川善

1532 伊豆市土肥356-2 屋台村

1533 伊豆市土肥472 割烹　玉しげ

1534 伊豆市土肥854-12 三松

1535 伊豆市土肥2854-1 カラオケ　すまいる

1536 三島市青木２８６－１０ 山田給食

1537 三島市徳倉1195 三島カントリークラブ内アウトコース売店

1538 三島市一番町16-1 しおや三島駅店

1539 三島市加茂2-5 スーパー加茂店

1540 三島市萩268-2 デニーズ三島北店

1541 三島市西旭ケ丘4048-3 カフェ茶楽

1542 三島市壱町田6-1 ごはん処ひとやすみ

1543 三島市徳倉4-10-28 マミー弁当三島徳倉店

1544 三島市萩15 キッチンあだち

1545 三島市佐野見晴台1-11-6 お好焼佐和

1546 三島市徳倉4-23-39 ココロとカラダのリラクス　和ＺＥＮ

1547 三島市末広町2-4 さんさん食堂

1548 三島市徳倉1195 湯郷三島

1549 三島市五輪4716 グランフィールズカントリークラブ

1550 三島市一番町3-211Ｆ なごみ亭

1551 三島市大宮町1-8-45 茶房欅・小さな村

1552 三島市本町1-23 兼吉

1553 三島市山中新田410-1 山中商工組合

1554 三島市南原菅4708 芦ノ湖カントリークラブアウトコース
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1555 三島市中央町4-3 業務スーパー三島店

1556 三島市一番町3-21大祐ビル201 Ｌｉｅｔｏ

1557 三島市川原ヶ谷568 レストランアサカ

1558 三島市加茂川町4115-6 唐良里

1559 三島市一番町7-17 招茶

1560 三島市大宮町1-8-45 茶房欅・けやき茶寮器心

1561 三島市一番町9-40 山田竹次郎商店

1562 三島市大宮町1-1-21 あめや鮨

1563 三島市中央町7-7 ＲＡＫＵ

1564 三島市谷田（塚の台）1665-134 レストランたかの

1565 三島市芝本町5-5小出ビル1B オステリア　イル　ガルボ

1566 三島市一番町11-4ホテル昭明館2F ハートフルダイニングおんふらんす

1567 三島市大宮町1-11-28 ＭＡＳＴＩＣＡＶＩＮＯ

1568 三島市加茂川町21-12 芳

1569 三島市一番町9-43太陽ビル1F ふたつめ

1570 三島市笹原新田4725-725 カフェダイニングえびの木

1571 三島市芝本町5-27グランメゾン白滝公園1階店舗東 ほかげ

1572 三島市大宮町3-1-13 (有)はちまき

1573 三島市一番町2-14 倶楽庵

1574 三島市大宮町1-7-22 田なか

1575 三島市大宮町1-1-1 さくらCAFÉ

1576 三島市大宮町3-18-2 プル食堂

1577 三島市一番町17-49BTビル1F Dining Bar　STRADA

1578 三島市一番町15-28楓ビル2Ｆ うなぎの坂東

1579 三島市一番町13-13 はなの舞三島南口店

1580 三島市一番町13-13 創作料理ゆうが三島店

1581 三島市一番町13-34 三笑

1582 三島市一番町16-1 大衆食堂安べゑ炭火焼きとり串焼旬彩　さくら　アスティ三島サウス店

1583 三島市一番町13-34 笠縫

1584 三島市一番町13-32 よし久

1585 三島市一番町13-15 不二美食堂

1586 三島市一番町17-59 みしまや

1587 三島市一番町13-31 スナックさふらん

1588 三島市一番町15-33 学校法人　鈴木学園　ティファニー

1589 三島市一番町13-13フジミビル3F ラジオシティー三島店

1590 三島市一番町13-3 ピーコック

1591 三島市一番町16-1アスティ三島内 爽亭三島店

1592 三島市一番町13-31 三椿

1593 三島市本町6-23 澤庵

1594 三島市本町6-11 櫻子

1595 三島市本町5-9 ニューボレロ

1596 三島市本町6-6タツミビル1Ｆ南 ＢＡＣＫ　ＤＯＯＲ
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1597 三島市芝本町7-11菊川食料品店ビル1F fluff coffee plus

1598 三島市広小路町4-6 らーめん禅-ＺEN

1599 三島市広小路町2-20 絆

1600 三島市寿町4-33 酒楽

1601 三島市広小路町7-20 夢八

1602 三島市本町9-1 隠れや三島店

1603 三島市南本町3-4 茂よし

1604 三島市広小路町12-8 Ｂｅａｎｓ

1605 三島市南本町3-26 おゆき

1606 三島市広小路町13-3 パステリア地中海

1607 三島市谷田東富士見町251-4 喫茶緑

1608 三島市谷田466 アップ1

1609 三島市東本町2-11-52 カッちゃん

1610 三島市東本町2-1-72 葱ぼうず

1611 三島市中央町3-36 伊豆コレクション箱根八里

1612 三島市東本町1-2-6 炉端文月

1613 三島市谷田字雪沢183-4 らあめん花月嵐三島店

1614 三島市中央町3-40 兎月園

1615 三島市中田町14-26 食堂紀美乃

1616 三島市柳郷地６－１山田ハイツ103 七転八起

1617 三島市谷田240-24 鮨もろこし

1618 三島市東本町1-13-18 みんなのわが家（みんなのわがや）

1619 三島市北田町3-551F ママさんの家庭料理　美沙

1620 三島市南本町16-5小川コーポ103 季節料理あまね

1621 三島市谷田233-17 amin

1622 三島市谷田530-4 マルショウ酒場

1623 三島市本町14-4 スナックJust　a way

1624 三島市北田町6-17 いなりや

1625 三島市南本町19-14 一江

1626 三島市中央町2-29 手作り惣菜とんち

1627 三島市北田町6-23 いい田

1628 三島市柳郷地19柳郷地ハイツ1F スナック夢

1629 三島市東町8-50 フォーシーズン

1630 三島市本町14-31 みしまプラザホテル

1631 三島市御園86-5 -拠り所-Michi

1632 三島市松本266-1エムエスコーポ1F 彩花

1633 三島市玉川254-1 セブンイレブン三島玉川店

1634 三島市長伏557 だいにんぐ・ママ長伏店

1635 三島市富田町2-30 株式会社高村園

1636 三島市長伏100-19 溝口商店支店

1637 三島市松本255-3 セブンイレブン三島松本南店

1638 三島市玉川489-1 よってがっしょ
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1639 三島市富田町3-3 すみの坊

1640 三島市松本256-4金刺コーポ1階105号 フィズ

1641 三島市新谷190-2 指定生活介護事業所　えがお

1642 三島市富田町3-19 指定生活介護事業所おんすいち

1643 三島市松本97-23 ぼあ三島松本店

1644 三島市松本377-3 麺屋桜風

1645 三島市玉川341 会津喜多方ラーメン小法師三島店

1646 三島市安久142ハイツ杉澤103 TOTTEOKI 　BAKERY

1647 三島市梅名324-11 狐野

1648 三島市梅名545-1 ベーカリーイタリアンレストランマカロニ市場三島店

1649 三島市梅名841 木八　三島店

1650 三島市青木81 大衆割烹ろばた焼たぬき

1651 三島市八反畑103-8 食事処かまの

1652 三島市梅名189-1 我楽食多

1653 三島市安久37-3 鈴福

1654 三島市梅名589-4 ファミリーマート三島梅名北店

1655 三島市大場1086-101 MOMIJI CAFÉ

1656 三島市大場792F 炭火焼き鳥　KINOSUKe

1657 三島市大場92-1 セブンイレブン三島大場駅南店

1658 三島市大場105-6 Blue　café

1659 三島市大場92-1 セブンイレブン三島大場駅前店

1660 三島市大場83-3ガルダイヤ1-B agura

1661 三島市中島85-2 らーめんれすとらんぐるめん

1662 三島市大場240-6 末広鮨

1663 三島市大場字関口391-3 ローソン三島大場店

1664 三島市大場392-2 デイサービス・ダイバ

1665 三島市北沢67-2 はしど

1666 三島市多呂19-2 スナック和nagomi

1667 三島市大場127-1 (有)スーパースズキ

1668 三島市東大場2-19-17 はうすろーど

1669 三島市本町6-6エンドウビル２階 Forever

1670 田方郡函南町丹那１２７４－９ まんてんや

1671 田方郡函南町畑４７１－３ ドライブインきみち

1672 田方郡函南町丹那１１９１－４５ グリム

1673 田方郡函南町畑３８２－１ 丹那ゴルフクラブ

1674 田方郡函南町平井１４４０－３９ ファミリーマート　函南平井店

1675 田方郡函南町上沢６６２－１２ 鎬亭

1676 田方郡函南町上沢７０２ 天香

1677 田方郡函南町上沢４３５－２１６ 里庵

1678 田方郡函南町柏谷７－３ 三田米穀店　本店

1679 田方郡函南町柏谷９４３－１ 優’ｓ　ｄｉｎｉｎｇ

1680 田方郡函南町柏谷６７６－３０ わかくさ共同作業所
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1681 田方郡函南町平井６１４ 陸茶坊

1682 田方郡函南町平井６００－２ セブン－イレブン函南平井店

1683 田方郡函南町平井３５８－６ タイム

1684 田方郡函南町平井６９－１ Ｔｅａ＆Ｃａｋｅ　遊

1685 田方郡函南町平井７７４－４ ｃｈｅｒｒｙ　ｂｌｏｓｓｏｍ

1686 田方郡函南町平井８６１－５０ トラノコ洋菓子店

1687 田方郡函南町仁田３３－１ 鈴木屋

1688 田方郡函南町仁田３３－１ スナック　樹

1689 田方郡函南町平井６７７－１ 竹の家

1690 田方郡函南町上沢１１４－２ ｃａｆｅ ＬＥＯＮ

1691 田方郡函南町大土肥２１１－６ レストランＫｉｙａ

1692 田方郡函南町仁田７３９－８ 酒房扇

1693 田方郡函南町仁田６４１－５ 藤庄

1694 田方郡函南町仁田６９１－３ 隠庭

1695 田方郡函南町大土肥９３－１ シェ・イリエ函南店

1696 田方郡函南町仁田７１－４ ずぼら

1697 田方郡函南町大土肥２４－１ カフェテラスロブロイ

1698 田方郡函南町間宮６８０ ふじみや

1699 田方郡函南町間宮６８０ レオ

1700 田方郡函南町間宮６８３－１ キッチン　だいすき！

1701 田方郡函南町間宮６８３－１ 花りん

1702 田方郡函南町間宮６８３－１ Ｌａ風

1703 田方郡函南町間宮６８０－２ ライジング

1704 田方郡函南町間宮６８０ ら～めんブッチャー

1705 田方郡函南町間宮６７４－３ ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＶＥＮＤＹＳ

1706 田方郡函南町間宮６６２－１ しま田

1707 田方郡函南町間宮４７９－１ 焼肉善

1708 田方郡函南町間宮４７９－１ 空

1709 田方郡函南町間宮６５０－９ 居酒屋スナックがらくた

1710 田方郡函南町間宮６５０－８ スナックみやび

1711 田方郡函南町間宮６５０－８ くつろぎ処鴨川

1712 田方郡函南町間宮６５０－８ 和風スナック　つくしんぼ

1713 田方郡函南町間宮６５０－９ 乃々花

1714 田方郡函南町間宮３３１－１ 兎

1715 田方郡函南町間宮４３９－１ セブン－イレブン函南中央店

1716 田方郡函南町間宮３２７－１６ やまもと

1717 田方郡函南町間宮３５０－１０ 二代目　多良福

1718 田方郡函南町間宮４３７－１ コメダ珈琲店　函南町店

1719 田方郡函南町大土肥１－１ Grandma

1720 田方郡函南町仁田４６３－２ 手打宏房饂飩亭

1721 田方郡函南町仁田字橋の前５３９－１ いそ路

1722 田方郡函南町仁田４７６－１２ 料理酒家　てらだ
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1723 田方郡函南町仁田１７６ 和香

1724 田方郡函南町仁田１８０－１ お台処　ぽんぽこ

1725 田方郡函南町間宮６１７－４ パン工房　ブレットガーデン

1726 田方郡函南町間宮１４－１豊竹ビル１階 満貫酒蔵　大場店

1727 田方郡函南町間宮７－２ 宅配すしあらいそ函南大場店

1728 田方郡函南町間宮８－３ ソワール

1729 田方郡函南町塚本１３６－１１ リンディース

1730 田方郡函南町塚本２１３－１ カフェ　レストランＳＥＥＤ

1731 田方郡函南町塚本１４７－１ ＯＭＩ－Ｇ

1732 田方郡函南町塚本２５１－１ セブンイレブン函南塚本店

1733 田方郡函南町間宮５７２－１ 五味八珍函南店

1734 田方郡函南町塚本８１－１ ＪＯＹＳＯＵＮＤ函南店

1735 田方郡函南町間宮５７２－１ さかい珈琲　函南店

1736 田方郡函南町間宮５７４－１ 焼肉屋さかい函南店

1737 田方郡函南町塚本８９４－１ わさび食堂

1738 田方郡函南町塚本７５３－１ めんたいパーク伊豆　１

1739 田方郡函南町塚本２７６ キッチンタムタム本店

1740 田方郡函南町日守８４９ Ｒｕｈｅ

1741 田方郡函南町塚本５８５－１ ファミリーマート函南塚本店

1742 田方郡函南町塚本９３９－４ ラーメンはっせん

1743 田方郡函南町塚本１５８－１ まちの縁側　まほろば

1744 田方郡函南町肥田３７３－１ 有限会社松福

1745 田方郡函南町桑原１３４８－２ バイカーズパラダイス南箱根

1746 田方郡函南町桑原１３５４ レストラン　富士箱根

1747 田方郡函南町桑原１３６４－２ 峠茶屋

1748 田方郡函南町桑原１３６４－１ ゴルフ　ラボラトリー

1749 田方郡函南町桑原1400-20 箱根十国峠レストハウス

1750 伊豆の国市伊豆の国市南条184‐2 鮨酒菜ＳＡＢＵ

1751 伊豆の国市南条756-1 ローソン韮山南条店

1752 伊豆の国市南条184-3 四呑屋

1753 伊豆の国市南条757-2 山ぐち

1754 伊豆の国市南条750-1 とり西

1755 伊豆の国市南条215-1 酒処　まゆ

1756 伊豆の国市南条184-2 一匹の鯨

1757 伊豆の国市南条196-1 daining bar bliss

1758 伊豆の国市南条205 雅美　ＰＡＲＴⅡ

1759 伊豆の国市南条746-1 サン・ルイ

1760 伊豆の国市南条778-3 満州屋リバー

1761 伊豆の国市南条773 伊豆箱根 長岡駅売店

1762 伊豆の国市南条773 サンドール くすの木

1763 伊豆の国市南条722-2 居酒屋 正直屋

1764 伊豆の国市南条724-10 大武丸
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1765 伊豆の国市南条572-8 陣中いし井

1766 伊豆の国市中条405-1 ファミリーマート 韮山中条店

1767 伊豆の国市南条562-1 このみ

1768 伊豆の国市寺家728 ラコアンドエース伊豆長岡

1769 伊豆の国市南条1657 パブリックコンパ 祭

1770 伊豆の国市南条1657 鳥道楽

1771 伊豆の国市南条444-13-2 For・tu・ra

1772 伊豆の国市南条450-4 スーパーセリザワ

1773 伊豆の国市南条1651 居酒屋 藤

1774 伊豆の国市南条479 しゃろう夢

1775 伊豆の国市四日町857 はしもと

1776 伊豆の国市寺家130-11 中華亭

1777 伊豆の国市寺家 伊豆食品

1778 伊豆の国市寺家112-15 桜ばな

1779 伊豆の国市寺家160-6 エスポット 韮山店

1780 伊豆の国市寺家160-6 海宝丸 韮山店

1781 伊豆の国市四日町502-3 プリンス

1782 伊豆の国市四日町518-1 ファミリーマート 伊豆の国伊豆の国市四日町店

1783 伊豆の国市原木711-6 どんぐり

1784 伊豆の国市四日町460-1 セブンイレブン伊豆の国市四日町西店

1785 伊豆の国市原木1222-2 ダイニングママ

1786 伊豆の国市奈古谷1466-1 寿し勝

1787 伊豆の国市奈古谷1470-1 わたなべ

1788 伊豆の国市韮山多田480 高原ブロイラー

1789 伊豆の国市韮山山木117-3 香蕗塚117番地

1790 伊豆の国市韮山山木142-1 代官屋敷

1791 伊豆の国市韮山山木 源氏茶屋

1792 伊豆の国市韮山山木734-1 八木乳販

1793 伊豆の国市土手和田9-1 伊賀本店松月堂

1794 伊豆の国市土手和田18-6 らんちてい韮山店

1795 伊豆の国市奈古谷1048-1 和

1796 伊豆の国市奈古谷 たもっちゃん

1797 伊豆の国市四日町240-7 廣寿司

1798 伊豆の国市四日町287-5 伊賀ショッピング

1799 伊豆の国市四日町170-2 にらたこ

1800 伊豆の国市四日町284-1 与太呂

1801 伊豆の国市四日町284-1 スナック 綾

1802 伊豆の国市四日町284-1 スナック 利栄

1803 伊豆の国市韮山山木2-2 世界支店

1804 伊豆の国市四日町230-7 源氏

1805 伊豆の国市四日町284-2 重寿司

1806 伊豆の国市四日町700 ひよしや
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1807 伊豆の国市四日町690-2 おしどり

1808 伊豆の国市四日町639 ㈲ヨシダ

1809 伊豆の国市四日町639 鈴正

1810 伊豆の国市四日町238-1 セブンイレブン 伊豆の国市四日町北店

1811 伊豆の国市四日町630-8 居酒屋源さん

1812 伊豆の国市南条824-2 食事処 佐古

1813 伊豆の国市南条1135 スーパー荻野

1814 伊豆の国市南条 魚松

1815 伊豆の国市中750-1 trois

1816 伊豆の国市中315-2 橘

1817 伊豆の国市中191-1 コーヒースクエア ガリオン

1818 伊豆の国市中559-7 あぅん

1819 伊豆の国市中1360-1 一句石

1820 伊豆の国市中1613 サンライズ

1821 伊豆の国市中1613 にらやまカントリー

1822 伊豆の国市中272-1 蔵屋鳴沢

1823 伊豆の国市奈古谷2225 富士箱根カントリークラブ

1824 伊豆の国市奈古谷2219-200 もくれん

1825 伊豆の国市奈古谷2213-６５１ ミシェル

1826 伊豆の国市韮山山木142-1 ビオ代官

1827 伊豆の国市長岡３３７－１ だいちゃん

1828 伊豆の国市長岡２７０－１ エヴァンス

1829 伊豆の国市長岡２７３－１ イーグル

1830 伊豆の国市長岡２５３－１ ＳａｋａＢａｒ

1831 伊豆の国市長岡２５１－１０ 美　樹

1832 伊豆の国市長岡２３１－１ スナック大好き

1833 伊豆の国市長岡２４１ ニュー雅生

1834 伊豆の国市長岡２４１ ザックス

1835 伊豆の国市長岡２４１ 美　華

1836 伊豆の国市長岡２６１－１ パノラマパーク

1837 伊豆の国市長岡２５０－８ 一番亭

1838 伊豆の国市小坂338-5 Ｋａｉ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

1839 伊豆の国市長岡２４５－１１ スナックＡｉ

1840 伊豆の国市長岡２４５－１ スナックみれい

1841 伊豆の国市長岡２４５－１１－１０３ スターダスト

1842 伊豆の国市長岡２３１－１ 入舟

1843 伊豆の国市長岡２３１－１ 花水木

1844 伊豆の国市長岡２３１－１ スナックひばり

1845 伊豆の国市小坂１２３６ 小坂みかん園

1846 伊豆の国市長岡６１２ 酔　心

1847 伊豆の国市長岡５９３－７ 大　助

1848 伊豆の国市長岡４０８－４ 弁　慶
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1849 伊豆の国市長岡605 セブンイレブン長岡北店

1850 伊豆の国市長岡６４７ （有）みずぐち

1851 伊豆の国市長岡６４７ （有）みずぐち

1852 伊豆の国市長岡９９９－１ 福　龍

1853 伊豆の国市長岡８４０－６ メリートーク

1854 伊豆の国市長岡７０４－１６ 参　来

1855 伊豆の国市長岡８５４－１ ローソン伊豆長岡店

1856 伊豆の国市長岡６７７－７ 浜

1857 伊豆の国市長岡１６９－７ たなか

1858 伊豆の国市長岡１６９－７ 串特急

1859 伊豆の国市長岡９９９－１ 美　吟

1860 伊豆の国市長岡１６９－７ たぐみＣＡＦＥ

1861 伊豆の国市長岡９８９－１０ 吉　春

1862 伊豆の国市長岡７３ 萬来

1863 伊豆の国市長岡２１１ ニュー八景園

1864 伊豆の国市長岡１３０８ かめや恵庵

1865 伊豆の国市長岡１０３３－１ 一條

1866 伊豆の国市長岡１０４５－１ いづみ荘

1867 伊豆の国市長岡１０５４－３ 小川家

1868 伊豆の国市長岡１０５６－１ 小松家八の坊

1869 伊豆の国市長岡１２３ さかなやアネックス茜

1870 伊豆の国市長岡１１１０ 弘法の湯長岡店

1871 伊豆の国市長岡４３１－１ ホテル天坊

1872 伊豆の国市長岡６５９  ホテルサンバレー　　　　　　伊豆長岡

1873 伊豆の国市長岡５５ 石のや

1874 伊豆の国市長岡１８８－１０ 紫陽花

1875 伊豆の国市長岡１８９－１ 豚　平

1876 伊豆の国市長岡１０８９－１１ 食いしん坊と吞んべえ

1877 伊豆の国市長岡１３１８－２ 魚　政

1878 伊豆の国市長岡１０９８－２２ しみづ

1879 伊豆の国市長岡１０７８－１ しばらく

1880 伊豆の国市長岡１０７８－１ 柳　月

1881 伊豆の国市長岡１１０２－１５ セブンイレブン伊豆長岡南店

1882 伊豆の国市長岡１１０２－２９ ミルラ

1883 伊豆の国市長岡１０７８－３ 麺めん亭

1884 伊豆の国市長岡１０９８－２４ シルキー

1885 伊豆の国市長岡長岡４０４－１０ 創作割烹おおた

1886 伊豆の国市長岡３５３－７ かつら

1887 伊豆の国市長岡３５３－６ 夏子の部屋

1888 伊豆の国市長岡長岡１０４７－６ 町重商店

1889 伊豆の国市長岡１０４８－７ 舞踏会

1890 伊豆の国市長岡１２４－１ ひょうたん寿司
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1891 伊豆の国市長岡１２８－１８ ねむの木

1892 伊豆の国市長岡１２２－１ 山崎商店

1893 伊豆の国市長岡１５０－４ 橋　本

1894 伊豆の国市長岡６４ カノン

1895 伊豆の国市長岡１７６－１ ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ伊豆長岡

1896 伊豆の国市長岡６４ シャバダバ

1897 伊豆の国市長岡１０３３ 喜むら

1898 伊豆の国市長岡１３４９ 食彩あら川

1899 伊豆の国市長岡６３－１ マニラパブ

1900 伊豆の国市長岡１２７８－８ スナック圭

1901 伊豆の国市長岡１２８８－６ 黒柳（有）

1902 伊豆の国市天野１１１６－4 カルロッタ

1903 伊豆の国市天野５７ セピア

1904 伊豆の国市長岡１１５３－８ まつもと

1905 伊豆の国市長岡１１１８ みどりや

1906 伊豆の国市長岡１１１８－１ 踊り子弁当

1907 伊豆の国市長岡１１１９－２ 紗　夢

1908 伊豆の国市長岡１１１６ かんけいないじゃん

1909 伊豆の国市天野６６－２ 楽や

1910 伊豆の国市長岡１１１８－１ かざみ

1911 伊豆の国市長岡１２８７－６ 幟（のぼり）

1912 伊豆の国市長岡１３０1－1 ファミリーマート伊豆長岡南店

1913 伊豆の国市長岡１１９１－２ 掌（たなごころ）

1914 伊豆の国市長岡１１２９ ﾛｰｿﾝ順天堂病院店

1915 伊豆の国市長岡１０９７－２ スナックオニー

1916 伊豆の国市古奈１２５－１ 与志富

1917 伊豆の国市古奈１９８－１－１０１ なべ家

1918 伊豆の国市古奈１４２ 九

1919 伊豆の国市古奈２２７ 松　柏

1920 伊豆の国市古奈２２６ ＰＯＫＯ

1921 伊豆の国市古奈２２１－２ カフェしいまも

1922 伊豆の国市古奈２２６ 包鮮佳

1923 伊豆の国市古奈２１３－２ 炭の蔵

1924 伊豆の国市古奈２８８－３ （ニューサイアム）ﾋﾟｯｸﾀｲ

1925 伊豆の国市古奈２１５－１ ラーメン土筆

1926 伊豆の国市古奈２１6－2 むろ井

1927 伊豆の国市古奈２６４－４ ＰＯＭＰＤＯＲＯ

1928 伊豆の国市古奈２２１－２ 雅々丸

1929 伊豆の国市古奈２０３－１ ＰＵＢ君団子

1930 伊豆の国市古奈２２８ スナック小路

1931 伊豆の国市古奈４５－１ ふく

1932 伊豆の国市伊豆の国市古奈２４－２ 朝日屋
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1933 伊豆の国市伊豆の国市古奈308-1 志の

1934 伊豆の国市古奈３０８－１ てっぱん古奈

1935 伊豆の国市古奈３０８－２ ＷaiＷai

1936 伊豆の国市古奈３５ スナックむつみ

1937 伊豆の国市古奈３５１－２ ボッカデラベルタ

1938 伊豆の国市古奈３８ あやめ寿し

1939 伊豆の国市古奈４３５－１ 焼肉 ここや

1940 伊豆の国市古奈４３５－１ まいど食堂

1941 伊豆の国市古奈４３７ 溶岩焼　天

1942 伊豆の国市古奈７７ だるま

1943 伊豆の国市古奈３４８－１ 街　子

1944 伊豆の国市古奈２３６ アンの店

1945 伊豆の国市古奈７２ Ａ　Ｚ

1946 伊豆の国市古奈７８ 鳥　栄

1947 伊豆の国市古奈４３８ おおはら

1948 伊豆の国市古奈４２６－１ 大寿し

1949 伊豆の国市古奈４４２－１ en

1950 伊豆の国市古奈４４２－９ ルーチェ

1951 伊豆の国市古奈４４２－１ たかお

1952 伊豆の国市古奈４２０－１ 深夜食堂

1953 伊豆の国市古奈４４２－１ 彩鶏

1954 伊豆の国市古奈３６６－２ ろさん

1955 伊豆の国市古奈５０７－１６ ぼ　ん

1956 伊豆の国市古奈５０７－２ 宅配すしあらいそ

1957 伊豆の国市古奈５０７－５ ゆうばえ

1958 伊豆の国市古奈９１９－１ 陣太鼓

1959 伊豆の国市古奈１０９ え　み

1960 伊豆の国市古奈１１０７－１ 藏（くら）

1961 伊豆の国市南江間１３３８－８ 柔

1962 伊豆の国市北江間７３２－１ 萬福軒

1963 伊豆の国市南江間１７８８－２ いちごプラザ

1964 伊豆の国市北江間７－１ スナック梅華

1965 伊豆の国市南江間１７８８-２  大福や（いちごプラザ）

1966 沼津市大手町5-7　ワールドビル1Ｆ ＶＯＧＵＥ

1967 沼津市高島町25-1 サラタイ

1968 沼津市高島町12-13 ダイヤモンズ

1969 沼津市高島町19-1松本ﾋﾞﾙ1F ラグーナ

1970 沼津市高島町22-13 クラスメイト

1971 沼津市高島町28-12 やきとり居酒屋島くくる

1972 沼津市西条町ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ117　106号室 タンジール

1973 沼津市町方町27-2 ムーランルージュ

1974 沼津市魚町5-201-1 まきじ、きざし
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

1975 沼津市大手町5-2-8 ご馳走屋番屋

1976 沼津市大手町5-8-14 ＮＯＥＬ

1977 沼津市高島町21-21 古屋ビル1F ひいらぎ

1978 沼津市新町403 川う

1979 沼津市高島町5-19 パブ･マリア

1980 沼津市大平1102-17 魚松

1981 駿東郡清水町新宿815-2 カメヤ本店

1982 駿東郡清水町伏見86 カメヤ柿田川公園内　湧水の道　豆腐館

1983 駿東郡清水町伏見86 カメヤ柿田川公園内　湧水の道　土産館

1984 駿東郡清水町伏見86 カメヤ柿田川公園内　湧水の道　スウィート館

1985 駿東郡清水町伏見86 カメヤ柿田川公園内　湧水の道　かわせみ本館

1986 駿東郡清水町伏見86 カメヤ柿田川公園内　湧水の道　キッチンかわせみ

1987 沼津市千本港町128-1 沼津みなと新鮮館カメヤ店

1988 三島市一番町15-18 カメヤ三島駅前店

1989 駿東郡清水町玉川106-5 ㈲　代官山

1990 駿東郡清水町堂庭250-1 ハートフィールド

1991 沼津市大岡345-1 光来堂

1992 駿東郡清水町湯川10-55 毎日牧場

1993 駿東郡清水町徳倉967-4 蕎勝人

1994 沼津市高島町21-20サンリコービル2F ベル

1995 沼津市大平634-3 エバラ焼肉

1996 沼津市大手町4-68ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾞﾙ1階 BAY ASH（ベイアッシュ）

1997 駿東郡清水町徳倉1881-1 くつろぎ処いろは

1998 沼津市東椎路東荒301-3ららぽーと沼津内 KENNY’Sｿﾌﾄ&ｼﾞｪﾗｰﾄｽﾀﾝﾄﾞ

1999 沼津市東椎路東荒301-3ららぽーと沼津内 伊豆高原ケニーズハウスカフェ

2000 駿東郡清水町徳倉431 LIPAAQUET

2001 沼津市本町19 まろん

2002 沼津市東椎路字東荒301-3 ｼﾈﾏｻﾝｼｬｲﾝららぽーと沼津

2003 沼津市高沢町2-18ﾏﾙｽｷﾞ小路 台湾小料理花蓮

2004 沼津市松長1071-4 くるくる

2005 沼津市岡宮1355-16 枯山水

2006 沼津市寿町10-17 猫カフェにゃんこ

2007 沼津市大手町4-5-9 Ｍ

2008 沼津市下香貫樋ノ口1712-3 ㈲沼津うなよし

2009 沼津市共栄町2-5共栄ﾏﾝｼｮﾝ Seis

2010 沼津市高島町30-18 Café dining laugh

2011 沼津市添地町159-3F Ｌｏｕｎｇ ＤＯＴ.

2012 沼津市若葉町11-1 ㈲ミレニアム

2013 駿東郡長泉町下土狩201-2 ブーランジェリーサデポン

2014 沼津市花園町19-8　102 なすび

2015 駿東郡清水町徳倉908 Caféしずく

2016 沼津市添地町15-9戦国ﾋﾞﾙ2F Ｄｅａｒ
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2017 沼津市松長168-11 ばなふりら

2018 三島市大社町1231-1 パルモフジ

2019 沼津市新宿町12-8 沖縄茶屋なんくる

2020 沼津市本字宮町450-1 ドックドール

2021 駿東郡清水町伏見615-5 ぱんとおやつ小屋Haco*

2022 駿東郡清水町伏見52-1　ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川ｱｵｼｽ2F アールヌーヴォー

2023 沼津市大手町5-4-5 オステリア イル パリオ

2024 沼津市町方町84 居酒屋兎

2025 沼津市大岡362 カフェＥａｓｅ

2026 沼津市御幸町17-23ｸﾞﾚｰｽﾋﾞﾙ1F 鮨 有川

2027 沼津市八幡町58-2 とんとん

2028 沼津市高島町21-24 舵

2029 沼津市新宿町19-14 遊山

2030 駿東郡清水町卸団地203 銀サロン

2031 沼津市青野98-3 ｃａｆｅ ｆｕｆｕ

2032 沼津市西沢田411-2 呑喰キッチンいいっしょ

2033 駿東郡清水町伏見52-1　　　　　　　　　　　　ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川ｱｵｼｽ2F ヨゴリーノ ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川店

2034 沼津市高島町5-13フォーレスト1F Ｊｏｌｉ Ａｎｇｅ

2035 沼津市足高234-26 罔殆館

2036 沼津市若葉町1-6 お好焼　くるみ

2037 沼津市新沢田町19-15 うどんや叶

2038 沼津市西沢田353-1 らぁ麺次男坊

2039 沼津市上土町63 グランマ

2040 沼津市獅子浜22-27 グランマシーサイド店

2041 沼津市原923-1 きっちんもみじ

2042 沼津市五月町14-16 Ｌｉｎｇｏｔｓ ｄｏ’ｒ

2043 沼津市大手町3-6-12 沼津グランドホテル

2044 沼津市八幡町144 中国茶専門茶舎

2045 沼津市高島町22-8 あ･C

2046 沼津市下香貫宮脇325-1 伊勢屋ガリバー香貫店

2047 沼津市千本港町97 深海プリン工房

2048 沼津市千本港町124 沼津深海ﾌﾟﾘﾝ工房　青とﾌﾟﾘﾝとｼﾞｪﾗｰﾄと

2049 沼津市西間門560-1 ローラン

2050 駿東郡清水町玉川61-2 ラーメン創房 玄

2051 駿東郡清水町玉川61-2 サニーズカフェ

2052 沼津市高島町3-4　2F Café&Gallery Fran

2053 裾野市須山字藤原2427 遊園地ぐりんぱM78ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗﾈｯﾄ

2054 裾野市須山字藤原2427 遊園地ぐりんぱワイルドハングリー

2055 裾野市須山字藤原2427 遊園地ぐりんぱ森の駅富士山

2056 裾野市稲荷26-1 うなぎ竹屋

2057 沼津市大岡953 石田屋

2058 沼津市東椎路844 Bakery25
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2059 沼津市東熊堂234-3 特定非営利活動法人プラサーザ大泉

2060 沼津市大平2675-4 静加

2061 沼津市下香貫407-1 セブンイレブン沼津下香貫南店

2062 沼津市御幸町23-30 セブンイレブン沼津本郷店

2063 駿東郡長泉町東野515-57 TULEE HOUSE

2064 駿東郡長泉町東野347-1 チャオチャオ

2065 駿東郡長泉町東野347-44 日本料理tessen

2066 沼津市市場町13-7 海老のかとう

2067 沼津市本田3-8 群鳳

2068 沼津市町方町5 桃屋

2069 上香貫三貫地1248-3 浜忠

2070 沼津市石川673-4 ㈱マルニ茶業

2071 沼津市下香貫汐入2217-2モラーダ103 スナックすずらん²
2072 沼津市上香貫三園町1373 阿蘭陀館

2073 沼津市岡宮1289-1 ホテルセレクトイン沼津

2074 沼津市本255-1-1F SEAGLASS

2075 沼津市大岡1752-4 天勇

2076 沼津市中沢田490-1 炭火七輪BBQ舞流六六

2077 沼津市西沢田121-2 4649よろしくブルドッグHOT66

2078 沼津市平町7-30青木ﾋﾞﾙ1F カフェフェルム

2079 沼津市高沢町2-17八はち小路 スナック Ｉ

2080 沼津市千本港町56-1 ポートカフェ

2081 沼津市大岡1976-2 銅板蛸焼八ぴい。

2082 裾野市稲荷198-1 まちコッペ

2083 沼津市大手町4-2-11 ＳＥＧＲＥＴＯ

2084 駿東郡納米里214-1 car&café PICCORO

2085 沼津市吉田町31-12ﾊﾟｰﾙﾏﾝｼｮﾝ1階西側 クロツグミ

2086 沼津市御幸町7-21 ㈱アルカンシェル

2087 駿東郡長泉町下土狩1286-2 とがりベーカリー

2088 駿東郡長泉町本宿209-1 セブンイレブン長泉町本宿店

2089 駿東郡長泉町本宿476-3 セブンイレブン長泉南店

2090 駿東郡長泉町下土狩451-5 セブンイレブン長泉中央通り店

2091 沼津市大平164-2 おかあさん

2092 沼津市大平1209-1 渡邉機工ライスセンタープリテット

2093 駿東郡長泉町東野646-2 グッドリゾート長泉ガーデン

2094 沼津市添地町159露木ビル1F 立ち揚げわしめ

2095 駿東郡長泉町下土狩378-24 純喫茶ライラック

2096 駿東郡清水町柿田688-2 ハレパン清水町店

2097 駿東郡長泉町下土狩714-9 LUCAL

2098 沼津市添地町49 しゃんぴによん

2099 沼津市三園町13-43 しゃんぴによん

2100 沼津市添地町128ｸｲﾝﾃｯﾄｻﾄｳﾋﾞﾙ1F 鳥よし本店
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2101 沼津市添地町117 鳥よし はなれ

2102 沼津市大手町5-8-14 焼きたてパン マミィ･ハウス

2103 沼津市大手町2-1-1 セブン-イレブン沼津駅前店

2104 裾野市岩波252-1ｼｬﾝﾃｰﾙ弐番館1号 おもてなし居酒屋うまや

2105 沼津市平町18-11 Ｄｏｎ Fuji

2106 駿東郡清水町玉川61-2 Food wayｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川店

2107 沼津市本田町3-18 カラオケスナックみ～

2108 沼津市大手町5-9-18 スパゲティ夢の中へ

2109 沼津市花園町11-1 ラ・ヴォワ･ラクテ

2110 沼津市高島町26-4 絆

2111 沼津市下香貫馬場465-2 志麻路

2112 沼津市大手町4-5-5魚ぶんビル1F Authentic Lounge Ten

2113 沼津市根古屋167-14竹中ビル1F BLIBO KITCHEN

2114 沼津市五月町16-15 かえる亭

2115 沼津市高島町22-12 ＲＹＯ

2116 沼津市高島町20-12柏ﾋﾞﾙ Via deuxieme

2117 沼津市西条町120西條ビル2F ディーヴァ

2118 沼津市大手町5-8-14 ラズリ

2119 沼津市大手町5-9-12 イエローリボン

2120 沼津市町方町27-2セントラルビル4F ピュア

2121 沼津市高島町19-6 3F シルクロード

2122 沼津市添地町135 チャル

2123 沼津市根古屋919-1 駿河ベーカリー&カフェ

2124 沼津市春日町17-5 ウエディングファンタジア

2125 裾野市須山2255-2955 山田

2126 沼津市西間門277-5 しいえ

2127 沼津市本郷町26-28-1 Patisserie Mignonne

2128 沼津市平沼753-10 ＥＮ

2129 沼津市高島町1-12 和ダイニング安吉

2130 沼津市高島町1-12 ココチホテル沼津

2131 沼津市筒井町11-1 DOCTORS CAFÉ PLUS

2132 駿東郡清水町八幡64-1 アプレシオ清水町八幡店

2133 沼津市高島町22-13 ＢｅＢｅ

2134 沼津市八幡町39-1-1 Ｐｅｔｉｔｅ Ｔｅｅ

2135 沼津市吉田町15-15 コーヒータンドル

2136 駿東郡清水町中徳倉12-1 セブンイレブン中徳倉店

2137 沼津市千本港町101番地 さかなや千本一　三階（総本店）

2138 沼津市千本港町101番地 さかなや千本一　二階（お座敷千本一）

2139 沼津市千本港町101番地 かもめ丸　いろり

2140 沼津市千本港町101番地 かもめ丸バーベキュー

2141 沼津市千本港町101番地 かもめ丸すし

2142 沼津市千本港町101番地 湊いち うどん
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2143 沼津市大諏訪20-2 ジョイランドアミューズ諏訪

2144 沼津市高島町17-18 Ｊａｐｉｎａ

2145 沼津市大諏訪620-1 丼たま

2146 駿東郡清水町伏見810-10 ㈲寿海つばさ

2147 沼津市御幸町19-5香陵ハイツ1F ラ ルーチェ パッサ

2148 沼津市大手町1-1-5BiVi4F シネマサンシャイン沼津

2149 沼津市若葉町14-16 アラビカ･コーヒー　こ～ひぃ問屋沼津店

2150 駿東郡長泉町竹原392-5 Earth Café&Deli

2151 沼津市大手町2-7-19 SOBARLU

2152 駿東郡清水町徳倉1051-3 池めん

2153 沼津市日の出町2-54 海老寿

2154 裾野市深良3686-3 そば処恋路亭

2155 裾野市深良3686-3 古民家カフェもみじ

2156 沼津市北高島町5-18 木村乳販

2157 沼津市西条町81TSﾋﾞﾙB1 Bar Noise

2158 沼津市西条町81TSﾋﾞﾙ2Ｆ Bar Noise Act2 Jellicle

2159 沼津市我入道江川16-24 海鮮居酒屋 銀太

2160 沼津市小諏訪510-1 合同会社アイタス

2161 沼津市千本港町83 La torretta

2162 沼津市千本港町83 LOCO MARINO COFFEE

2163 沼津市千本港町83 PORTUS

2164 沼津市高島町28-7 G-CAFÉ

2165 駿東郡清水町堂庭221-1 柿田川作業所喫茶せせらぎ

2166 沼津市上香貫三園町1373 みや

2167 沼津市西間門251-4 浜小屋

2168 沼津市平沼525-3 焼肉工房 牛蔵

2169 裾野市佐野806-2ﾌｧﾐｰﾙ芹澤102号 和蓮（なごみ）

2170 裾野市石脇213 潜酔狂

2171 駿東郡清水町新宿21 ニュータロー

2172 駿東郡清水町八幡122 味いちもんめ

2173 駿東郡清水町堂庭56-14 猪のしし

2174 裾野市茶畑244-13 猫のしっぽ

2175 駿東郡清水町新宿179-1 ローソン清水町新宿西店

2176 沼津市大手町1-1-2 ローソン沼津駅南口店

2177 沼津市筒井町16-2 スナック麗

2178 沼津市高島町1-8 やき鳥いち

2179 沼津市下香貫上障子412 スナックアポロ

2180 駿東郡長泉町竹原381-6 セブンイレブン長泉町竹原店

2181 裾野市平松388-8 居酒屋天河

2182 沼津市三園町11-8 花ちゃん

2183 沼津市高島町30-16 レインボー･カウンティ

2184 沼津市内浦三津46 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ伊豆三津ｼｰﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ前店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2185 沼津市高島町24-14 伏見食品富士山餃子沼津店

2186 裾野市茶畑35-1 ブーランジェリーミヤ

2187 沼津市柳町6-38 萬来軒柳町店

2188 駿東郡長泉町下土狩384-3 ﾍﾞｰｶﾘｰﾚｽﾄﾗﾝｽﾄｰﾘｰｽﾞ

2189 沼津市白銀町2-5 イシスグループうまか～もん

2190 裾野市御宿1291-1 焼肉菜惣

2191 裾野市御宿1291-1 居酒屋虎龍～こたつ～

2192 沼津市末広町201 魚与うなぎ店

2193 沼津市新宿町 彩食茶の間Ｃｏｏ

2194 沼津市原772-3 居酒屋海王

2195 沼津市幸町26-2 ブーランジェリー ミミ

2196 沼津市口野145-17 EZO SEAFOODS

2197 駿東郡清水町伏見52-7ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川 麦豚工房石塚ｻﾝﾄﾑｰﾝ柿田川店

2198 沼津市岡一色145-1 麦豚工房石塚

2199 沼津市市道町1-2 内田乳業

2200 沼津市大手町5-7-21 2F つけ麺居酒屋よしおか

2201 沼津市岡宮1202 えび食堂 鬼が島

2202 沼津市岡一色471-6 漁師の台所 たんぱく大国

2203 沼津市杉崎町2-21 ㈱もち吉沼津店

2204 沼津市沼北町2-7-2 甘味処みやこ庵

2205 駿東郡清水町徳倉1599-7 赤とんぼ

2206 沼津市大諏訪486-1 シーブアイスラボ

2207 沼津市戸田980-2 セブン

2208 沼津市戸田1073-2 縁

2209 沼津市戸田362-5 ハーバーライト

2210 沼津市戸田1298-2 スナック舞

2211 沼津市戸田3878-20 海のほてる いさば

2212 沼津市戸田580-1 魚清

2213 沼津市井田213 天野荘

2214 沼津市戸田376 味好

2215 沼津市戸田354-4 ㈱光徳

2216 沼津市戸田354-4　2F 御食事処　かにや

2217 沼津市戸田360-4 想咲キッチンふかっちぇ

2218 沼津市戸田3878-114 マリンビュー

2219 沼津市戸田410-16 ㈲の一

2220 沼津市戸田474　1F 海竹山竹ストア

2221 沼津市戸田1644 山田園

2222 沼津市戸田1000-3 居酒屋のんき

2223 沼津市戸田3703-60 旅館 みはま

2224 沼津市戸田566-2 ㈲丸吉

2225 沼津市戸田376-17 磯の宿 峯松

2226 沼津市井田159 みどり



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2227 沼津市井田162 平田荘

2228 沼津市戸田303-5 魚重食堂

2229 沼津市戸田835-2 寄合処つくり

2230 沼津市戸田409-3 魚金

2231 沼津市戸田801-2 野田荘

2232 沼津市戸田3697-13 なりた

2233 沼津市戸田1177 民宿つるさん

2234 沼津市戸田1452 富士城

2235 沼津市戸田362-5 美浜レステル

2236 沼津市戸田538-1 波止場苑

2237 沼津市戸田321-17 Tagore Harbor Hostel

2238 沼津市戸田3703-28 民宿 いりえ

2239 沼津市戸田493 民宿 浜又

2240 沼津市井田132-3 青海

2241 沼津市戸田376-8 まるさん

2242 沼津市戸田330-3 海苑

2243 沼津市戸田377-1 ㈲海老や

2244 沼津市戸田1036-3 ル･シェル･ブルー

2245 沼津市戸田523-2 山竹商店

2246 沼津市戸田893-5 佐々木商店

2247 沼津市戸田2710-1 兎月

2248 沼津市戸田312-2 食事処ゆうなぎ

2249 沼津市戸田1073-2 縁

2250 沼津市戸田212-50 シーホース

2251 沼津市戸田980-2 セブン

2252 沼津市戸田2592-1 ペンション マンダリーネ

2253 沼津市戸田大浦555-6 セピア

2254 沼津市井田148 おきしま荘

2255 沼津市戸田270-3 慈愛荘

2256 沼津市井田181 民宿 まさご荘

2257 沼津市戸田799-5 網元の宿 清進丸

2258 沼津市戸田289-1 ㈲常盤館 ときわや

2259 沼津市戸田799-3 民宿 ふくみ荘

2260 沼津市戸田3700-64 高船

2261 沼津市戸田1078-4 ふくや

2262 沼津市戸田1298-2 舞

2263 沼津市戸田3700-63 仕出し惣菜 みなと

2264 沼津市戸田215-9 ゆたか屋

2265 沼津市戸田3957-3 民宿 みなと

2266 沼津市戸田117-2 いなだ苑

2267 沼津市戸田523 磯割烹の宿 山市

2268 沼津市戸田3879-266 樹庵



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2269 沼津市井田127 奥田荘

2270 沼津市戸田3878-86 西伊豆今宵

2271 沼津市東宮後町22 ㈲天春

2272 沼津市東椎路464-1 かつ銀沼津東椎路店

2273 沼津市岡宮1246-19 一番亭沼津東名店

2274 駿東郡長泉町下土狩御獄堂323-4 一番亭下土狩店

2275 沼津市末広町271 カフェ檸檬

2276 沼津市杉崎町5-4 松の坊

2277 裾野市御宿136-1 和風れすとらん みよし

2278 裾野市深良1358-8 サッポロラーメン雪ん子

2279 沼津市千本港町124 沼津みなと屋台村

2280 沼津市大手町5-3-2 韓's

2281 駿東郡長泉町本宿599-20 オーガニック･デリＳｈｕｈａｒｌ

2282 沼津市庄栄町4-15 喫茶スナックギャモン

2283 沼津市西浦江梨大瀬崎993 オーシャンビューフジミ

2284 裾野市佐野476-3 吉野屋食堂

2285 駿東郡長泉町下土狩1194-73水口ﾏﾝｼｮﾝ105 麺屋すばる本店

2286 沼津市杉崎町13-32奈良橋ﾋﾞﾙ1F東2号 本場台湾家庭料理 花

2287 沼津市西浦平沢254-5 民宿西浦荘

2288 裾野市須山字藤原2428 イエティキッチン

2289 沼津市高島町15-7　1F ダイニングバー シリウス

2290 沼津市小諏訪436-2 ぱるてーる

2291 裾野市佐野1055 あぷりこっと

2292 沼津市新沢田町6-23 吉兆

2293 沼津市内浦三津42-3 ㈲浜の家

2294 沼津市我入道浜町352-1 はなぱん

2295 沼津市下香貫上障子370-1 味処おませ

2296 沼津市下香貫西村1540-17 きくち

2297 沼津市黒瀬町25 サリー

2298 沼津市西浦小海17 鳥沢商店

2299 沼津市西浦江梨大瀬崎989-2 2F GEKKO

2300 沼津市御幸町19-5 Swing Coffee Stand

2301 沼津市御幸町19-3ﾊｾｶﾞﾜﾋﾞﾙ1F南奥 Wild Oven

2302 沼津市西浦木負11-19 濱

2303 沼津市獅子浜22-28 タムタムギャラリー

2304 沼津市下香貫七面1181-2 ローソン沼津下香貫店

2305 沼津市下香貫前原1478-8 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ沼津香貫店

2306 沼津市新宿町5-14 まるでん

2307 沼津市上香貫東本郷町1838 沼津甲羅本店 八宏園

2308 沼津市内浦三津88-36 松月

2309 沼津市宮本223 新沼津カントリークラブ＃15売店

2310 沼津市宮本223 新沼津カントリークラブ＃6売店
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2311 沼津市宮本223 新沼津カントリークラブ スタート売店

2312 沼津市宮本223 新沼津カントリークラブ 食堂

2313 沼津市千本港町122-10 いりいち

2314 駿東郡清水町58-1 オレンジポット

2315 裾野市稲荷120 セブンイレブン裾野稲荷店

2316 駿東郡清水町玉川166-7 セブンイレブン清水町玉川店

2317 沼津市根古屋998-27 かもめの台所（唐揚げ）

2318 沼津市根古屋998-27 かもめの台所

2319 沼津市根古屋998-27 一滴家

2320 沼津市根古屋998-27 駿河庵

2321 沼津市東間門2-4-15 丸梅

2322 沼津市高沢町6-3 ㈲すし田

2323 沼津市高島町20-10 タイイサーン

2324 沼津市高島町21-13和光ビル2Ｆ 1.23

2325 沼津市高島町5-7-2 パピヨン

2326 沼津市高島町14-8 STANDING café bar pas a pas

2327 沼津市高島町14-6 北口食堂

2328 三島市御園103-2 ㈱山本食品

2329 田方郡函南町塚本894-1 伊豆わさびミュージアム

2330 沼津市庄栄町2-18 壱膳屋

2331 沼津市松長565-4 中華祝祝

2332 沼津市本字前田874 ㈲塚本商店

2333 沼津市西間門29-1 ファミリーマート沼津西間門店

2334 沼津市小諏訪959-1 ファミリーマート沼津小諏訪店

2335 駿東郡清水町徳倉1881-1 スナック元

2336 御殿場市萩原69-8 サガミ御殿場店

2337 駿東郡小山町竹之下333-2 ホテルジャストワン富士小山

2338 駿東郡小山町竹之下3417-1 東名富士カントリークラブ

2339 御殿場市西田中68フジコー御殿場1F ひとやすみ　御殿場店

2340 御殿場市新橋1991-7TMビル1F The　Dolce

2341 御殿場市新橋841-2 道とん堀　御殿場店

2342 駿東郡小山町須走473-1 富士ざくらホテル

2343 駿東郡小山町用沢1442-23 富士国際ゴルフ倶楽部

2344 御殿場市東田中1-9-18 おいしさいっぱい そばかつ亭 東田中店

2345 御殿場市柴怒田747-39リサーチパーク内 TOTOフォレスト東富士

2346 御殿場市神山1925-82 シティーホール東富士

2347 御殿場市萩原62-21 かつや静岡御殿場店

2348 駿東郡小山町桑木599足柄SA下り 柿次郎 東名高速道路足柄SA店（下り）

2349 駿東郡小山町用沢1387-1 ベルべ　東富士店

2350 御殿場市駒門1-135 株式会社LEOC 中外製薬富士御殿場事業所

2351 御殿場市清後25-1 台湾料理　味珍

2352 駿東郡小山町須走498-414 ミニボートピア　富士おやま



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2353 御殿場市川島田880-6 和食さと　御殿場店

2354 御殿場市深沢1801-1足柄SA上り しいの　わっぱや

2355 駿東郡小山町桑木599足柄SA下り わっぱや

2356 御殿場市深沢1801-1足柄SA上り らぁ麺　MORIZUMI

2357 御殿場市神場1268-15 沼津魚がし鮨　流れ鮨　御殿場店

2358 御殿場市深沢1312　HILLSIDE4000区画 沼津魚がし鮨　御殿場アウトレット店

2359 御殿場市萩原57-2 沼津魚がし鮨　二代目魚がし御殿場店

2360 御殿場市新橋732-1 名鉄菜館

2361 御殿場市神山1924-2 御殿場ゴルフ倶楽部

2362 御殿場市新橋1990-10 BE-ONEビル1F くいもの屋わん　御殿場店

2363 小山町大御神356-7 インマヌエル　みっちゃんパン

2364 御殿場市萩原72-1 ケンタッキーフライドチキン御殿場店

2365 御殿場市萩原70-1 デニーズ御殿場店

2366 御殿場市川島田651 ブランジェ　ベックファン

2367 御殿場市新橋1998 THE　GOTEMBAKAN

2368 御殿場市東田中1026-9 田子の月　富士山御殿場本店

2369 御殿場市新橋1990-10 ビッグエコー御殿場駅前店

2370 御殿場市東田中1089 スイーツカフェ　ヴェールフィユ

2371 御殿場市東田中1089 リストランテ　フェリーチェ

2372 御殿場市東田中1090 京懐石　翠林

2373 御殿場市東田中1091 銀明翠　1F

2374 御殿場市東田中1092 銀明翠　2F

2375 御殿場市東田中1093 スイーツカフェ　ヴェールフィユ（売店）

2376 御殿場市川島田628-16 ホテルルートイン御殿場駅南　レストラン花茶屋

2377 御殿場市萩原71-1 レストラン花茶屋（ホテルルートイン御殿場内）

2378 御殿場市東田中1131-1 restaurant  ACO

2379 御殿場市印野1044-1 太平洋クラブ御殿場ウエストコ－ス　レストラン

2380 御殿場市新橋2071-9 しほらんど

2381 御殿場市杉名沢306-1 サンノトコロ

2382 御殿場市新橋2001-9 寄り処　さ々家

2383 御殿場市深沢1312区画2200 Trattoria TAVALA

2384 御殿場市大坂197-9 喫茶　ひまわり

2385 御殿場市新橋2035 焼肉　誉

2386 御殿場市大坂383-4 セブン-イレブン御殿場大坂店

2387 御殿場市神山1160-8 酔いどころ友結

2388 駿東郡小山町小山１－１ 信濃高原食品株式会社富士小山工場内食堂

2389 御殿場市古沢175-14 セルバ　御殿場　古沢店　惣菜部

2390 御殿場市古沢175-14 セルバ　御殿場　古沢店　

2391 御殿場市二の岡1-1 司季彩庵　久呂川

2392 御殿場市中清水126-4 ラー麺亭　万龍

2393 小山町須走481-27小山町自衛隊富士学校厚生センター 食事処　和み

2394 小山町須走481-27小山町自衛隊富士学校厚生センター 凛
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2395 御殿場市新橋1941-1 炭火焼肉 29 おおむら

2396 御殿場市東田中1991-1 カフェ・チャマ

2397 御殿場市二枚橋239 ファミリーマート御殿場二枚橋店

2398 御殿場市新橋1998-1 鉄板居酒屋　とん吉

2399 御殿場市萩原44-7 ビジネスホテル　だいまつ

2400 御殿場市二枚橋2-6 おすしまる

2401 御殿場市新橋1936-5 ご馳走家　えびす

2402 御殿場市萩原439-13 もんしぇり

2403 御殿場市東田中2-14-25 フルフール

2404 御殿場市ぐみ沢1395-9 鮨　和食レストラン　くうかい

2405 御殿場市新橋1974 Ｍｏｏｎ

2406 御殿場市深沢2564-19 富士八景の湯

2407 御殿場市萩原628-5 株式会社ゴテンバアンコヤ

2408 御殿場市新橋693-1 小野商店

2409 御殿場市東田中870-1ファッションプラザ1Ｆ-2号 大衆中華料理　俺っち

2410 御殿場市萩原522 炭火焼鳥銀杏

2411 御殿場市新橋1991-18いこいプラザ1階Ａ号 アスコット　ハウス

2412 御殿場市新橋1490 有限会社　ふじい

2413 御殿場市新橋740-1 カメヤ御殿場店

2414 御殿場市東山777-1 DOG　DEPT　GARDEN御殿場

2415 御殿場市萩原550-11 有限会社　銚子屋

2416 御殿場市東田中686-8 蜀天

2417 小山町棚頭886 株式会社　大瀬戸商店

2418 御殿場市新橋1998-2 Reine

2419 御殿場市二の岡1-4-8 手打そば　金太郎

2420 御殿場市東田中3407-4 西欧風レストラン　パルティータ

2421 御殿場市東田中2-1-3 ごてんば　味膳

2422 御殿場市東田中3373-20 リストランテ　桜鏡

2423 御殿場市新橋630-3 一楽　妙見

2424 御殿場市柴怒田598-13 手打そば　蕎林

2425 御殿場市新橋1975-3セイノビル1F JEEPNEYカフェ&レストバー

2426 御殿場市ぐみ沢1410 居酒屋　ひのき

2427 御殿場市古沢806-1 ファミリーマート御殿場古沢店

2428 御殿場市北久原275-1 ファミリーマート御殿場北久原店

2429 小山町大御神483 民宿　紀賀野

2430 御殿場市山之尻1043-4 レストラン　クラップ

2431 御殿場市東田中3-14-17 珈琲　槇

2432 御殿場市新橋1381-3 株式会社御殿場とうふ直売店ZOO

2433 御殿場市二枚橋42-3 ラーメン　きんた

2434 御殿場市深沢1816 FUJIMI　CAFE

2435 御殿場市萩原992-501 鮨銀

2436 御殿場市御殿場169 大田屋菓子店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2437 御殿場市御殿場114 つわぶき

2438 御殿場市新橋1991-7ＴＭビル1Ｆ doux

2439 御殿場市御殿場602-3 有限会社　一心

2440 御殿場市萩原1145-2 焼肉　楽食苑

2441 御殿場市御殿場29-2 (有)ＭＥＡＴ　ＰＲＯ　鈴木

2442 御殿場市二枚橋275-2 ﾍﾞｲｸｼｮｯﾌﾟﾏﾙﾏﾝ業務ｽｰﾊﾟｰﾏﾐｰ二枚橋店

2443 御殿場市東田中2-14-1 乃が美　はなれ　御殿場店

2444 御殿場市萩原779-8 李記

2445 御殿場市北久原279-1 欧風めしや　せるぽあ

2446 御殿場市東田中501-1 六文亭御殿場店

2447 御殿場市北久原113-4 ステーキ茶屋　貞坊

2448 御殿場市北久原113-4 料理酒家 九良左衛門

2449 御殿場市東田中1029-1 スーパーホテル御殿場Ⅱ号館

2450 御殿場市新橋286-13 スーパーホテル御殿場Ⅰ号館

2451 御殿場市新橋1588-1 ローソン御殿場新橋東店

2452 御殿場市塚原95-1 セブンイレブン御殿場塚原店

2453 御殿場市東山905 (有)東山ロッヂ

2454 御殿場市東田中1025-11　2Ｆ ウエスト・ウッド

2455 御殿場市二の岡1-8-3 ホテル　サンクルー

2456 御殿場市東山448-1 そば処　福乃家

2457 御殿場市萩原992-642 海永

2458 御殿場市御殿場55 富士家系　直壱家　御殿場店

2459 御殿場市大堰65 パンの岩田

2460 御殿場市御殿場47-1 六瓢

2461 御殿場市新橋267-8 居酒屋　よか晩

2462 御殿場市新橋1980-5　1F PLAYING FIELD sports diner

2463 御殿場市萩原44-2 つけ麺　白虎

2464 御殿場市東田中1500-15 ティグルブラン

2465 御殿場市東田中3363-6 キャシーマムカフェ

2466 御殿場市東山964-6 神田きくかわ　御殿場店

2467 御殿場市東田中1127-12 有限会社　大和田

2468 御殿場市新橋1917-3 有限会社　こむぎ

2469 御殿場市塚原56-1 十字屋商店

2470 御殿場市東田中1729 有限会社　二の岡フーヅ

2471 御殿場市ぐみ沢1180-2 H.O.W売店（東部病院売店）

2472 御殿場市新橋2007-4　2F PINK　DRAGON

2473 御殿場市新橋2042 松楽

2474 御殿場市大坂91-1　1F イタリア食堂　polka dot

2475 御殿場市大坂91-1　2F ワイン食堂　夢香

2476 御殿場市二枚橋253-3 ウエルシア御殿場二枚橋店

2477 御殿場市萩原691-9 天龍飯店

2478 御殿場市神山1924-2 御殿場ゴルフ倶楽部



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2479 小山町桑木658 足柄森林カントリー倶楽部

2480 御殿場市新橋1781-3 Sin-to

2481 御殿場市山之尻996-1 旬菜　やま城

2482 御殿場市川島田619-21 めんくい亭

2483 御殿場市神場2-19 株式会社　サカグチヤ

2484 御殿場市新橋1988-20 PIN

2485 御殿場市新橋2041-1 スナック　パール

2486 御殿場市東山1082-107 松岡別荘陶磁器館

2487 御殿場市二の岡1-24-5 金時亭

2488 御殿場市二の岡1-13-9 サザンカフェ

2489 御殿場市新橋1826-3小松屋ビル2F カラオケバーサザン

2490 御殿場市川島田507-3 むつごろ

2491 御殿場市東田中870-1ファッションプラザ1-4 食事処　友達

2492 御殿場市新橋1974 Silk

2493 御殿場市新橋1978-2 MINT

2494 御殿場市新橋2035 こぶた

2495 御殿場市新橋2035 沖縄そば　あぐ～

2496 御殿場市新橋2046-2 かれん

2497 御殿場市新橋1984 呑ん歩

2498 御殿場市山尾田161 酒処　かつらや

2499 御殿場市新橋2035 喫茶スナック　すぎ

2500 御殿場市新橋1990-10 駿河湾あかり

2501 御殿場市新橋1898-3 ジャンジャン軒

2502 御殿場市新橋1984 Juin

2503 御殿場市新橋1974 味彩庵

2504 御殿場市新橋2075-1 鳥栄

2505 御殿場市新橋2043-6 スナック・パブ　アイビー

2506 御殿場市新橋2071-47 亜駝夢

2507 御殿場市新橋1995-3 Ｉｋｏｉ

2508 御殿場市萩原89-1 ゴールドジム御殿場静岡

2509 御殿場市新橋1991-7ＴＭビル2Ｆ Ｒｅｂｏｏｔ　Ｂｌｏｏｍ

2510 御殿場市新橋2071-23 マリンブル－

2511 御殿場市ぐみ沢1391 蓮

2512 御殿場市新橋1361-20 アラビカコーヒー御殿場店

2513 御殿場市新橋1990-2 彩食茶の間Ｃｏｏ御殿場店

2514 御殿場市新橋1984TAKA22ビル1F 四季彩々　良志久

2515 御殿場市新橋2071 サンゴ礁

2516 御殿場市新橋2035 夢　ドリーム

2517 御殿場市新橋1898-3 御殿酒場

2518 御殿場市新橋1938-10 大衆ビストロ2918

2519 御殿場市二枚橋40-8 ホテル　クニミ　御殿場

2520 御殿場市ぐみ沢1177－1 ファミリーマート　御殿場ぐみ沢店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2521 御殿場市新橋1972 スナック　リボン

2522 御殿場市新橋1974-51 スナック　瞳

2523 御殿場市新橋1984-12 喫茶　風月

2524 御殿場市新橋2085 五郎ちゃん

2525 御殿場市新橋1978-2湯山ビル101 御殿場インディア

2526 御殿場市新橋2071-31　Kビル2F2号(203？） ザ　ダイナミックス

2527 御殿場市新橋1366-48 小さなポケット

2528 御殿場市西田中516-8 森永御殿場中央ミルクセンター

2529 御殿場市新橋1974 長樹苑

2530 御殿場市新橋420-1 替玉無双豚ざむらい

2531 御殿場市新橋1998-24地下1F パブ　カサブランカ

2532 御殿場市新橋1970-11 極

2533 御殿場市東田中2-1-9 CoCo 茶　Café

2534 御殿場市新橋1992-10 スナックTY

2535 御殿場市新橋1995勝村ビル1号室 かまんど

2536 御殿場市川島田1664-5 鴻漸

2537 御殿場市新橋1974-42 姫

2538 御殿場市東田中1033-20 ＪＩＬＬ ＣＡＦＥ

2539 御殿場市新橋1991 五竜菜館

2540 御殿場市新橋2071 ＮＥＬＬＹ

2541 御殿場市新橋1212 (有)ミナミテニスクラブ　プチペンション　ミナミ

2542 御殿場市萩原549-11 寿司　うまいもんや　魚彩

2543 御殿場市新橋1905-3富士ビル Majolica

2544 御殿場市新橋2034-6成美屋店舗1階Ａ 居酒屋　ふたごのたまご

2545 御殿場市二枚橋629-1 蝦夷富士

2546 御殿場市新橋2071-9 パブ　めぐみ

2547 御殿場市新橋2035 酒房　まこと

2548 御殿場市ぐみ沢1395-1 カラオケスナック　まいゆめ

2549 御殿場市新橋1076-9　1Ｆ 韓国家庭料理　釜山

2550 御殿場市新橋1998-3中田ビル1F 旬彩割烹　なかだ

2551 御殿場市新橋1991-7TMビル2階 コーラスライン

2552 御殿場市ぐみ沢1391-5 スナック　小春

2553 御殿場市新橋1992-3コンフォートビルⅢ　1階 居酒屋　何や

2554 御殿場市萩原626-3 餃子酒場「鼎」かなえ

2555 御殿場市新橋2046-56 ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ　ＣＬＵＢ　aya

2556 御殿場市萩原1443-15 スナック　ハニ－

2557 御殿場市萩原1443-15 焼肉トラジ

2558 御殿場市新橋1976-8 いしかり

2559 御殿場市新橋1938-3 富寿司

2560 御殿場市新橋2071-47 ＲＯＣＫ　ＢＡＲ　Ｚ

2561 御殿場市新橋1859-1 セブン-イレブン御殿場駅前店

2562 御殿場市新橋2036-1 人蔘湯



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2563 御殿場市ぐみ沢21-1 天杉

2564 御殿場市新橋1988-24ホテル御殿場館B1Ｆ スト―ク

2565 御殿場市新橋1988-7 焼酎専科

2566 御殿場市新橋2046-68興産ビル1Ｆ ひえつき

2567 御殿場市新橋1988-20山田ビル1F フェリス

2568 御殿場市萩原144-5 pain　わらべ

2569 御殿場市新橋1988-6 鶏小屋

2570 御殿場市新橋1644-1 マルユウ

2571 御殿場市新橋1988-24 酒蔵五月

2572 御殿場市新橋766-5 セブンイレブン御殿場インター店

2573 御殿場市新橋1972 いずみ

2574 御殿場市ぐみ沢1325-4 らーめん花花

2575 御殿場市新橋2033-1ナガオカビル1Ｆ 和処　はるの茶屋

2576 御殿場市西田中207-1 菓子工房　松月堂

2577 御殿場市新橋1948-4 満腹かい？

2578 御殿場市新橋2032-9　Ｃ号 韓国風酒処　つばめ

2579 御殿場市新橋1979-1　ＫＡＴＵＭＡＴＡビル2Ｆ サランバン

2580 御殿場市新橋1995-3 CLUB　男爵

2581 御殿場市萩原652 Chez  moi　

2582 御殿場市柴怒田962-57 ホテル　スリーファイブ隠家　御殿場バイパス店

2583 御殿場市新橋1964 勝又園鳥よし

2584 御殿場市新橋1964 カラオケ悠遊処　好きだから

2585 御殿場市新橋2034-6 陽葵

2586 御殿場市新橋1979-1勝又ビル1ＦB号 Snack・Bar　透き間

2587 御殿場市東田中1447 茶房　はな

2588 御殿場市新橋1976-6 トレイル

2589 御殿場市新橋2042 串焼割烹　やまぐち

2590 御殿場市新橋2042 Ｏｃｅａｎ

2591 小山町須走495-363 山荘　新富

2592 駿東郡小山町須走237-1 長楽

2593 小山町須走90 みどり

2594 小山町須走300-55 吉野屋商店

2595 小山町須走165 旅館　こざる

2596 小山町須走244 ホテル米山館

2597 小山町須走299-8 居酒屋　しまちゃん

2598 小山町須走17-12 オアシス

2599 御殿場市中畑2092-2 ファミリーマート滝ヶ原駐屯地店

2600 小山町須走481-27 ファミリーマート富士駐屯地店

2601 小山町須走177-6 松葉寿司

2602 小山町須走220-18 あかり

2603 小山町須走173-3 まるやす

2604 小山町須走211－1 風華



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2605 小山町須走239-1 いなか屋

2606 小山町須走328-1 居酒屋　夏子

2607 小山町須走282-15 たん たん たん

2608 小山町須走338-44　 道の駅　すばしり　

2609 小山町須走173 エリート

2610 小山町須走128-1 旅館　江戸屋

2611 小山町須走250-2 おらがの

2612 小山町須走238-4 勝永商店

2613 小山町須走121 日本中央開発㈱富士高原ゴルフコース

2614 小山町須走121 篭坂ゴルフクラブ

2615 小山町用沢973-1 森永牛乳ほていや

2616 小山町須走219-11 お多福

2617 小山町用沢119-1 とがわ

2618 小山町須走195-1 魚安

2619 小山町須走331-18 旅館　扇屋

2620 小山町須走239-2 居酒屋　山びこ

2621 小山町須走95-129 有限会社　トルバドゥール　須走給食

2622 小山町須走171 株式会社　大申学

2623 小山町須走72-13 紅花

2624 小山町須走109 あさま

2625 小山町須走186-1 旅館　みゆき

2626 小山町須走299-2 アダム

2627 小山町須走193 焼肉　イブ

2628 小山町須走193 民宿　マルヤマ

2629 小山町須走17-48 まちこ

2630 小山町大御神888-2 （公財）富士霊園　富士見会館　売店

2631 小山町大御神888-2 （公財）富士霊園レストラン・ふじみ

2632 小山町大御神885-1 冨岳亭

2633 小山町大御神888-2 富岳亭　別館

2634 小山町大御神888-2 富士見会館　売店

2635 小山町大御神885-1 小山商事株式会社霊園売店

2636 小山町大御神885-1富士霊園 富士見会館２階パントリ―

2637 小山町桑木681-3 山久荘

2638 小山町菅沼1843-1 セブンイレブン　駿東小山菅沼店

2639 小山町菅沼253-1 ワークホーム　アップル

2640 小山町菅沼499-1 セブンーイレブン駿東小山町菅沼東店

2641 小山町吉久保88 市宇商店

2642 小山町小山69-2 ㊥　丸中

2643 小山町桑木599 足柄マルシェ（足柄ＳＡ下り）　食堂

2644 駿東郡小山町一色331-10 ｋａｓｈｉｎ

2645 小山町用沢186-2 有限会社  みどりや　鮮魚・仕出し

2646 小山町大胡田181番地の3 有限会社　古宿ファーム



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2647 小山町菅沼904-1 茅沼ベーカリー

2648 小山町竹之下1314-3 橋本屋商店　

2649 小山町用沢72-1 ふじあざみ　

2650 小山町藤曲212-1 星豆腐店

2651 小山町藤曲749 津田商店

2652 御殿場市川島田653-1 Ｔｏｋｉｂａｃｏ

2653 小山町用沢588-1 セブン-イレブン駿東小山町用沢店

2654 小山町小山88-2 セブン-イレブン駿東小山店

2655 小山町中日向694　富士スピードウェイ№11 ＭＡＭＡ’ｓ　ＨＡＲＭＯＮＹ

2656 小山町棚頭1215-1 御門屋富士工場

2657 駿東郡小山町用沢600-1 茶館　君田屋

2658 小山町桑木154-1 田舎料理　みや

2659 小山町生土557-1 ドライブイン　富士

2660 小山町小山693-4 有限会社　小野牛乳店

2661 小山町藤曲1026-1 (株)須川養魚場　金太郎おさかな本舗

2662 小山町菅沼755-18 清林堂製菓舗

2663 小山町藤曲202-1 居酒屋　池善

2664 小山町竹之下1353-13 まんぷくカフェ

2665 小山町一色333-1 Aコープ北郷店

2666 小山町大胡田958-1 大胡田荘

2667 小山町菅沼896-3 ヤマザキショップ　安田屋店

2668 小山町竹之下177 チーズ工房　フィオーリ

2669 小山町吉久保221 グリーンカフェ

2670 駿東郡小山町用沢1346-9 レストラン＆優カフェLiten lycka

2671 小山町下古城42 「雅」

2672 小山町阿多野4-1 鬼太鼓

2673 小山町小山107-8 三軒屋

2674 小山町竹之下1367-2 時遊亭

2675 小山町須走17-39 東富士山荘

2676 小山町菅沼624-1 チャイルド

2677 小山町中日向415 ドリームたかむら

2678 小山町大御神335 CHACOパン

2679 小山町用沢125-4 佐の川

2680 小山町小山71-87 カブト食堂（加冨登）　

2681 御殿場市中畑1664-2 ローソン御殿場中畑

2682 御殿場市ぐみ沢196-2 ローソン御殿場ぐみ沢店

2683 御殿場市ぐみ沢23-1 ローソン御殿場ぐみ沢西店

2684 御殿場市深沢1801-8東名高速道路足柄ＳＡ上り ローソン足柄サービスエリア上り店

2685 御殿場市神山1916 小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース

2686 御殿場市川島田136-1 阿羅漢

2687 御殿場市川島田136-1ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽＮＳ102 農.minori

2688 御殿場市萩原997-1 セブンイレブン御殿場玉穂店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2689 御殿場市川島田1336-3 御殿場だこ　なんば一番

2690 御殿場市中畑2092-5 らいむ

2691 御殿場市東田中2-15-22 ローソン御殿場東田中店

2692 御殿場市川島田897-1 あおき　御殿場店

2693 御殿場市新橋1706 みなみ妙見

2694 御殿場市二枚橋41-1 ホテルセレクトイン富士山御殿場

2695 御殿場市萩原721-16 御殿場パン工房　山口屋

2696 御殿場市神山1768 ＦＵＪＩ　ＮＯ　ＫＡＺＥ　Ｙｕｋａｗａ

2697 御殿場市ぐみ沢155-12 グランディール

2698 御殿場市大坂370-1 （有）梅の屋旅館

2699 御殿場市仁杉19-5 HAPPY　EVERYTHING

2700 御殿場市新橋420-1 スパリゾートオアシス御殿場

2701 御殿場市新橋1909-2 やきとり大吉　御殿場店

2702 御殿場市中畑2092-94 焼肉マッチャン

2703 御殿場市ぐみ沢1360 向日葵

2704 御殿場市川島田1706-6 haptic café

2705 御殿場市新橋2071-1 スナック　みさ

2706 御殿場市中山691-17 和風料理　鶴川

2707 御殿場市二子85-5 リンデンバウム　

2708 御殿場市新橋2026-5 Rain

2709 御殿場市中山643-2 金八

2710 御殿場市中山533-4 中村ラーメン

2711 御殿場市板妻82-83 遊庵　しゃざ

2712 御殿場市中畑1769-28 居酒家　与平治

2713 御殿場市二子510 秋桜

2714 御殿場市中畑1684-8 焼肉・冷麺レストラン　太龍

2715 御殿場市ぐみ沢145-16 チャイナ厨房　盧山

2716 御殿場市中山331 寿し勝

2717 御殿場市印野720-12 レストラン　PaPa

2718 御殿場市印野1388-43 そば処たくみの郷　手づくり体験工房

2719 御殿場市中山908 おふくろ

2720 御殿場市大坂391-3 スナック　栄

2721 御殿場市水土野99 日立金属富士和彊センタ－

2722 小山町新柴844金時山 元祖　金時茶屋

2723 御殿場市中山887-3 ほっと家

2724 御殿場市中山235 手作りそば　つちや

2725 御殿場市二子284-3 松の葉（民泊）

2726 小山町須走239-1 ちょうちん

2727 御殿場市大坂372 一心

2728 御殿場市川島田662-3 喫茶　花らんぷ

2729 御殿場市中畑2092-33 メロディ－ハウス

2730 御殿場市中畑2093-17 パサディナ



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2731 御殿場市二子84-1-1 さくら玉子　有限会社杉山養鶏場

2732 御殿場市印野1380-25 御胎内温泉健康センタ－

2733 御殿場市萩原992-577 くいしんぼ　五味

2734 御殿場市永塚325-45 くつろぎ亭　おらっち

2735 小山町須走12-7 セブン-イレブン駿東小山町須走東店

2736 御殿場市大坂331-16 けい助

2737 御殿場市大坂31-1 有限会社　勝又彰長商店

2738 御殿場市東田中556-1 セブン・イレブン御殿場二枚橋店

2739 御殿場市柴怒田526-1 セブンイレブン御殿場柴怒田店

2740 御殿場市二枚橋602-2 セブンイレブン御殿場市御殿場店

2741 御殿場市萩原354-3 セブンーイレブン御殿場小学校前店

2742 御殿場市ぐみ沢62-12 Hayato‘ｓ cafe　稲こし

2743 御殿場市印野2139 スナック　あざみ

2744 御殿場市中山455-6 晴れテラス

2745 御殿場市新橋1936-16東口プラザビル1Ｆ 麺屋黒船　御殿場店

2746 御殿場市中山731-5 台湾料理　一龍　

2747 御殿場市駒門332-25 紅ふじ食堂

2748 御殿場市中山510-2 佐和

2749 御殿場市駒門263-1 セブンーイレブン御殿場駒門店

2750 御殿場市板妻585-1 セブンーイレブン御殿場板妻北店

2751 御殿場市中山540 レストラン　でみたす

2752 御殿場市ぐみ沢1396 もんじゃ　丸た

2753 御殿場市新橋1787-9　1Ｆ つる兵衛

2754 御殿場市新橋1991 バー　ドリフ

2755 御殿場市杉名沢449 セブン-イレブン御殿場杉名沢北店

2756 御殿場市保土沢378-3 戸塚商店

2757 御殿場市大坂367-1 スナック　こまどり

2758 御殿場市川島田236-55-101号室 TRERRE

2759 御殿場市東田中531-9 ＤｒｅａｍＳｗｅｅｔｓＦａｃｔｏｒｙ

2760 御殿場市杉名沢18-2 シェ・トウア

2761 御殿場市東田中875-3 若竹

2762 御殿場市大坂488 ウエルシア　御殿場富士岡店

2763 御殿場市中山739-3 ＫＡＺＯＫＵ　ＦＯＯＤＳ　ＫＡＲＡＯＫＥ

2764 御殿場市保土沢652 株式会社エーライフ矢崎富士支店

2765 御殿場市新橋2071絹川店舗1階 ＭＥＬＯＤＹ

2766 御殿場市新橋2071-31 スナック　ぴえろ

2767 御殿場市保土沢11-1 坪井商店

2768 御殿場市新橋1969-1鈴木ビル1F Bar＆dining NICO gotemba

2769 御殿場市神山平1-10-1 メリールウ

2770 御殿場市川島田1305 さくら

2771 御殿場市大坂327-3 スナック　マイルド

2772 御殿場市川島田1867-6 かつまた精肉店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2773 御殿場市新橋2071-29 居酒屋＆スナック　あおやぎ

2774 御殿場市ぐみ沢1366-22 ぷちれすとらん　ちょいす

2775 御殿場市かまど2012-2 南海

2776 御殿場市板妻40-1 セブンーイレブン陸上自衛隊板妻駐屯地店

2777 御殿場市川島田1150-15 鶴屋食堂

2778 御殿場市萩原1492-1 あげます

2779 御殿場市中山886-1 居酒屋　爐

2780 御殿場市保土沢1157-700 自家焙煎　珈琲工房　寛

2781 御殿場市中畑653 金木犀

2782 御殿場市ぐみ沢103-1 いこい食堂

2783 御殿場市川島田1489-2 セブン－イレブン御殿場川島田店

2784 御殿場市川島田1299-11 有限会社　山﨑製菓

2785 御殿場市川島田1056-6 御殿場ホルモン

2786 御殿場市川島田462-12 居酒屋　みちのく

2787 御殿場市杉名沢162-1 うつわ

2788 御殿場市東田中1860-12 ＫｕＫＫＡ

2789 御殿場市保土沢1157-615 やまの実

2790 御殿場市杉名沢192-10 上州屋

2791 御殿場市東田中1118 ファミリーマート御殿場インター店

2792 御殿場市中山544-5 ファミリーマート橋本富士岡駅前店

2793 御殿場市二の岡1-9-7 ファミリーマート御殿場二の岡店

2794 御殿場市川島田938-4　プラザ川島田 居酒屋　だるま

2795 御殿場市東田中1243-6 くれたけイン御殿場インター

2796 御殿場市印野1388-41 ふるさと工房

2797 御殿場市中畑2092-133 味庄　魚酔

2798 御殿場市川島田431-12 喜楽亭　金ちゃん

2799 御殿場市川島田938-4 カラオケ居酒屋　福喜屋

2800 御殿場市萩原1308-8 ラピス

2801 御殿場市川島田542-2（2F） お食事処　富士見

2802 御殿場市川島田938-4川島田プラザ らＺＯＫＵ

2803 御殿場市川島田639-2　1階 クックロビン

2804 御殿場市神場32-6 せとね

2805 御殿場市板妻203-10 オリオン食堂

2806 御殿場市板妻40-46　2F たんぽぽ

2807 御殿場市川島田712 千楽

2808 御殿場市川島田928ＴＫＣビル 喫茶　ひまわり

2809 御殿場市かまど1818-6 天心

2810 御殿場市保土沢1034-1 居酒屋　夢酔

2811 御殿場市永塚332 純ちゃん

2812 御殿場市新橋2035　2階 スナック　花

2813 御殿場市板妻581-12 カコ

2814 御殿場市永塚51-18 峰の日
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2815 御殿場市かまど592-5 だるま軒

2816 御殿場市川島田938-4プラザ川島田 Ｋ

2817 御殿場市川島田1354-2 童夢

2818 御殿場市深沢1312（Ｅａｓｔ1680）御殿場・プレミアムアウトレット 御殿場フードバザー

2819 御殿場市深沢1312御殿場プレミアムアウトレット内 紅虎小吃店

2820 御殿場市深沢1312（Ｅａｓｔ） 紅虎厨房　御殿場店

2821 御殿場市新橋2008-5　2階 セシル

2822 御殿場市新橋1975-13せいのビル2階 ＡＧＥＨＡ

2823 御殿場市新橋1982-3GRANDE　MUKAI　S　1階 パステル

2824 御殿場市東田中2-8-10 御殿場ベーカリー　ビケット

2825 御殿場市川島田846-2 さんどーる

2826 御殿場市かまど18 ビジネスホテル　かねくら　本館

2827 御殿場市新橋官無番地 ベルマート御殿場

2828 御殿場市東田中1507-7 秩父宮記念公園（うぐいす亭）

2829 御殿場市保土沢414-2 もつ鍋　ダイニング　司

2830 御殿場市萩原550-3 セブン-イレブン御殿場萩原南店

2831 御殿場市古沢816-2 2F くるくるチキン本舗

2832 御殿場市萩原1540-1 ファミリーマート御殿場永原店

2833 御殿場市新橋1744-1 ファミリーマート　御殿場新橋南店

2834 御殿場市新橋1323-1 セブンイレブン御殿場野中店

2835 御殿場市新橋1853-1　S.Kビル1F 和彩倶楽部　らくだ亭

2836 御殿場市新橋2035 ぼんくらや

2837 御殿場市萩原653-9横山ビル1F 御殿場　さくら井家

2838 御殿場市新橋1992-4 レストラン喫茶かついち

2839 御殿場市川島田658 にく友

2840 小山町須走495-201 富士之堡華園ホテル

2841 御殿場市ぐみ沢14-14 有明

2842 御殿場市大坂317 田舎割烹ひろ田

2843 御殿場市新橋1536-2 旬菜　酒屋　たくみ

2844 御殿場市東田中1615-27 居酒屋　さかなや（本店）

2845 御殿場市川島田1334-10 セブンイレブン御殿場原里店

2846 御殿場市新橋2071-1勝又ビル1Ｆ 韓国スナック　アイリス

2847 御殿場市新橋1988-7 丸安

2848 御殿場市萩原209-2 インド料理　ガンジス川

2849 御殿場市新橋1878-1 ファミリーマート御殿場新橋店

2850 御殿場市新橋2034-6成美屋ビル1Ｆ スナック 凛

2851 御殿場市ぐみ沢1390-1 サンサンクック　ぐみ沢店

2852 御殿場市神山850-1 サンサンクック　神山店

2853 御殿場市保土沢1157-685 サンサンクック保土沢店

2854 御殿場市東田中1-5-24 ミートピア　ホートク　東田中店

2855 御殿場市ぐみ沢14-14 みむら屋　阿吽

2856 御殿場市新橋1969-1　1-Ｂ ビストロ　かぼちゃのＮＡＢＥ
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2857 御殿場市新橋2071-7 Ｍｅｒｃｉ

2858 御殿場市新橋2032-9 恋恋

2859 御殿場市新橋2032-11　2Ｆ Ｄｉｎｉｎｇ  Ｂａｒ  ｃｋａ’３ｋａ（スカースカ）

2860 御殿場市新橋2032-11　1Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ　Ｚｙａｊｉｒａ（ジャジーラ）

2861 御殿場市新橋1725-2 喫茶　カントリー

2862 御殿場市新橋1998-24　シティープラザＣ-1ビル（御殿場館地下） 鮨処　はや川

2863 御殿場市川島田1058 ファミリーマート川島田南店

2864 御殿場市神山1670-186 するが

2865 御殿場市東山172-1 ファミリーマート御殿場東山店

2866 御殿場市川島田1993-3 ロバのみみ

2867 御殿場市新橋1988 松ちゃん

2868 御殿場市新橋1973（大和田ビル1階） スナック　萌

2869 御殿場市東田中1031-1 レストラン　いやし処ほてる寛楽　富士山御殿場

2870 御殿場市中畑1662-7 珈琲の家　ＫＡＺ

2871 御殿場市かまど1032 御殿場肉処　くうら

2872 御殿場市新橋1828 居酒屋Enn

2873 御殿場市新橋2071-31Kビル101 スナック　蘭

2874 御殿場市柴怒田961 VIRTUS RIDING CLUB

2875 小山町菅沼855-2 ひとやすみの庭

2876 御殿場市新橋1936-16東山プラザビル1Ｆ 酒菜いろいろ士才

2877 御殿場市永塚586-9 話．食　あぶらや

2878 御殿場市中山483-7 カフェ　ぼんぼん

2879 御殿場市ぐみ沢5 御殿場農業協同組合ファーマーズ御殿場

2880 御殿場市東田中1丁目5-29 ＪＡ御殿場そば処

2881 御殿場市新橋1988-6 ＳＥＣＯＮＤ

2882 御殿場市新橋2073-15 沖縄ごはん　蘿璢

2883 御殿場市新橋2046 和風スナック　果りん

2884 御殿場市中畑2092-38 セブン-イレブン御殿場滝ヶ原店

2885 御殿場市二枚橋18-11 セブンーイレブン御殿場湯沢店

2886 御殿場市駒門144-1 ファミリーマート御殿場駒門店

2887 御殿場市保土沢1157-48 ファミリーマート御殿場保土沢店

2888 御殿場市新橋2071-7 居酒屋　庵

2889 御殿場市印野1745-1 ファミリーマート御殿場印野店

2890 御殿場市中畑528 ファミリーマート御殿場中畑店

2891 御殿場市新橋1998-3　2Ｆ スナック きらら

2892 御殿場市中畑431-1 こだわりプリンの店　ふじ

2893 御殿場市新橋1972 さかたみ駅前店

2894 御殿場市川島田662-17 ジョイフル

2895 御殿場市御殿場178-3 八百清商店

2896 御殿場市川島田284-5 遊季亭　かわ嶋

2897 御殿場市大坂404-1タイホ―御殿場大坂内 仁屋

2898 御殿場市新橋2071-48 味自慢　一品料理
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2899 駿東郡小山町竹之下2425 藤曲屋

2900 御殿場市東山1052 東山荘食堂

2901 御殿場市東山1052 東山荘食堂　斉藤記念館

2902 富士市神谷　84 デリス　愛鷹亭

2903 富士市富士岡1452-1 巴

2904 富士市今泉3丁目 釜　忠

2905 富士市本町7-8 株式会社金時

2906 富士市本町12-7 レストラン　マルトウ

2907 富士市富士町8-6 エジンバラ

2908 富士市水戸島6-3 デリカのライフ

2909 富士市南松野2761-2 松栄鮨

2910 富士市厚原933-22 富士乃酒場さんすい

2911 富士市御幸町7-8 ビギネス旅館　美波

2912 富士市鈴川町9-3 ビジネスホテル割烹　菊川

2913 富士市吉原3-3-14 はせ川

2914 富士市伝法2515-1 レストランヴィルゴ

2915 富士市吉原3-3-13 魚民

2916 富士市水戸島元町9-16 旬料理　加とお

2917 富士市荒田島町3-20 ふじみ旅館

2918 富士市吉原3丁目3の6 すし処　柳屋

2919 富士市横割5-1-1 ホテル玉や

2920 富士市南松野2038-2 川島魚店

2921 富士市蓼原956フナムラビル1Ｆ イルポンテ

2922 富士市本町5-1 ㈱富士グリーンホテル髙橋

2923 富士市天間1378-1 マルヨシ食堂

2924 富士市石坂174-6 蕎麦富士

2925 富士市伝法1128-1 旬菓亭

2926 富士市今泉1丁目13-16 甘清堂

2927 富士市中里72-2 好味堂

2928 富士市伝法2493-1 ㈱ヤマダ

2929 富士市中央町1丁目2-12　ドムス富士101 菓子処　たかぎ

2930 富士市水戸島本町13-8 ホワイトピース

2931 富士市今泉1丁目10-5 ㈱松野精肉店

2932 富士市平垣本町8-1 株式会社ホテルグランド富士

2933 富士市伝法2529-1 おおつき

2934 富士市北松野329-13 ラーメンハウス

2935 富士市北松野1322-1 いし川食堂

2936 富士市中之郷1236-2 味処　平和

2937 富士市中之郷697 浪花軒

2938 富士市厚原1050-8 Sirius

2939 富士市柳島221-2 セブンイレブン富士市柳島店

2940 富士市増川461-3 セブンイレブン富士市須津店



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2941 富士市中里924-1 セブンイレブン富士市中里店

2942 富士市今宮620-21 あやる醸造

2943 富士市川成島43-13 ルー

2944 富士市中丸409-1 嬉楽なパン工房　ルヴァン

2945 富士市森島415-1 よね－パン

2946 富士市今泉4丁目9-27 古民家ギャラリー懐古庵

2947 富士市松本7番地1 ファミリーマート富士まつもと店

2948 富士市松岡773の5 望月園芸

2949 富士市本町9-20 金子園

2950 富士市吉原4-7-13 居酒屋　なかむら

2951 富士市瓜島町152の2 キャトルエピス

2952 富士市日乃出町7 丸源ラーメン富士インター店

2953 富士市鮫島370-1 京昌園富士南店

2954 富士市吉原2丁目5-1 HAKATAYA吉原店

2955 富士市厚原119 にんにく亭

2956 富士市吉原2-9-26 Roku

2957 富士市今泉3-1-3 ㈱四季彩堂富士吉原店

2958 富士市伝法2610-1-1 富士屋

2959 富士市中之郷843 甲州屋

2960 富士市大淵325-5 株式会社時之栖富士

2961 富士市江尾671-1 カフェ　花みずき

2962 富士市比奈628-9 HINA-CAFÉ

2963 富士市石坂640-5 よし富食堂

2964 富士市本市場29-1 自由空間富士青葉通店

2965 富士市川成島654-10 エイトリッチーズコーヒー

2966 富士市水戸島元町5-1 ランド　オブ　オズ

2967 富士市柳島307番地の1 ワインカフェ　ダストヴァン

2968 富士市西柏原新田104 株式会社しおやフーズ

2969 富士市中野537-10 岩市大淵店

2970 富士市永田町1-87 シュリンプス

2971 富士市吉原2-11-6 大大や

2972 富士市吉原3-3-23 ゲストハウスの下

2973 富士市大淵4513 農家民食やまぼうし

2974 富士市大野新田35 大野屋

2975 富士市高嶺町11-9 ＫＩＣＨＩ　ＴＯ　ＮＡＲＵ　ＫＩＴＣＨＥＮ

2976 富士市桑崎622-1 竹の子

2977 富士市吉原4丁目21-10 はな遊

2978 富士市厚原211番地の4 富士茶農業協同組合

2979 富士市久沢280-30 ブーメラン

2980 富士市石坂281-3 哲麺　石坂店

2981 富士市中野211-8 龍七彩

2982 富士市大淵26 マツムラ製茶



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

2983 富士市桧新田302-1 そば切り　なかむら

2984 富士市厚原591-12 PINOPINO

2985 富士市天間777番地の1 アクア富士天間

2986 富士市浅間上町1-4 寿し処　いとう

2987 富士市吉原4-5-14 食堂　桐生

2988 富士市米之宮町109 yotsuha

2989 富士市本市場786 喜良

2990 富士市蓼原87-1 鉄板焼レストラン　かほり

2991 富士市岩渕48-4 mirui

2992 富士市水戸島2-2-24 Eejan

2993 富士市瓜島町31-3 京もつ鍋ホルモン　朱々富士吉原店

2994 富士市島田町1-154-2 セブン-イレブン富士市島田町店

2995 富士市中央町2-4-20 BAR Smugglor

2996 富士市柚木319-3 イルキャンティ富士

2997 富士市鮫島359-1 台湾料理　興貴

2998 富士市広見西本町5-13　2F 秀栄商会株式会社

2999 富士市宮島913-10 ダイニング龍

3000 富士市平垣本町1-12 潮屋

3001 富士市平垣町6-1 ランジェラ

3002 富士市岩本2127-1 松島園

3003 富士市本市場21-1 (有)わかつき

3004 富士市本町9-20 (有)みやまん

3005 富士市北松野169-32 やまいち

3006 富士市南松野2066-1 (有)グロースバルト

3007 富士市原田2311-1 社会福祉法人ゴウディングコミュニティ

3008 富士市吉原3-3-18 アーバンカウボーイ

3009 富士市吉原2丁目5-15 鮨英

3010 富士市日乃出町165-2 ミストラル

3011 富士市厚原185番地の6 どんぐり畑

3012 富士市厚原1364-7 あつはらおでんや

3013 富士市平垣本町15-1　シャトルビルB1 ANIMAL NEST

3014 富士市本町6-9 豚骨味噌専門　もろみ

3015 富士市北松野599-1 レイジーボーン

3016 富士市中島141-14 シャトレーゼ富士中島店

3017 富士市一色450 HOTEL Due 

3018 富士市松本299-31 つばめバル

3019 富士市松岡1202-7-1 CHIBARINA

3020 富士市大淵6 歩く書道教室Omoi

3021 富士市久沢1丁目4-28 ホルモン焼き庄ちゃん

3022 富士市厚原986-1 懐古家

3023 富士市厚原1244-3 味一番

3024 富士市厚原765-1 佳肴　季凛



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3025 富士市入山瀬516-1 泉の里

3026 富士市久沢182-15 ろばた千成

3027 富士市天間900-7 駿香楼

3028 富士市伝法945-1 かしわ家

3029 富士市久沢723-1 かぼちゃ亭

3030 富士市厚原1013-4 ぎんらん

3031 富士市厚原2139の2 盛華分店

3032 富士市天間1542-9 助六食堂

3033 富士市天間731-1 支那忠

3034 富士市久沢1525-9 のぞみ

3035 富士市天間1209-5 お好み焼　天馬

3036 富士市天間1882 デリカショップ　レモン

3037 富士市川成島268-1 雑貨café birch

3038 富士市八代町8-17 台湾料理香味館

3039 富士市今泉2丁目13-18 あら磯富士今泉店

3040 富士市石坂72-8 猫カフェロゼッタ

3041 富士市今泉2030-1 相談カフェ

3042 富士市桑崎1015 富士山こどもの国　草原のレストハウス

3043 富士市桑崎1015 富士山こどもの国　雪の丘ヒュッテ

3044 富士市桑崎1015 富士山こどもの国　水の上水上レストハウス

3045 富士市桑崎1015 富士山こどもの国　街売店

3046 富士市桑崎1015 富士山こどもの国　

3047 富士市比奈1521-1 喫茶　まる二

3048 富士市中里150番地の1 福泉産業株式会社

3049 富士市八代町8-20 セブン-イレブン富士市八代町店

3050 富士市伝法3240-9 セブン-イレブン富士市伝法店

3051 富士市石坂402-1 養老の瀧富士広見店

3052 富士市厚原1241 さかなや一心富士厚原店

3053 富士市今泉1-6-23 男の台所Dear

3054 富士市国久保1-10-19 ママルパ

3055 富士市本町4-23 ARCANA

3056 富士市原田969の2 のすけ

3057 富士市今泉1丁目12-9 (有)小麦畑松林堂

3058 富士市吉原2丁目3番24号 株式会社南岳堂

3059 富士市吉原2丁目1番17号 有限会社中山豆店

3060 富士市中央町2丁目4番23号 たむら屋

3061 富士市吉原2丁目4-6 富岳銘菓　きよせ

3062 富士市吉原2-4-3 杉山フルーツ店

3063 富士市伝法2733の1の1 コンデイトライ東洋堂

3064 富士市伝法2308-35 プチ・ラパン

3065 富士市今泉1丁目12-12 日東ベーカリー

3066 富士市中里1139-1 鈴木屋



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3067 富士市中里194-2 フレンチキッチン＆パスタピュア・エール

3068 富士市宮島1128-1 蛸のつぶやき

3069 富士市吉原2-11-8　2Ｆ ＫＩＣＫＥＲＳ

3070 富士市伝法2628-1 一番亭　伝法店

3071 富士市北松野1889-2 一番亭　松野店

3072 富士市青島町278 一番亭　富士青島店

3073 富士市青島町278 かつ銀　富士青島店

3074 富士市柳島57-1 一番亭　富士柳島店

3075 富士市岩本809 Baba Looey

3076 富士市柚木378-2 酒蔵　十三文

3077 富士市前田888-73 よろず矢　らふ

3078 富士市川成新町420 SUNZOK　富士本店

3079 富士市大淵11702番地3 南富士カントリー俱楽部

3080 富士市松岡10-6 モンドール

3081 富士市柳島51-1 深澤商店

3082 富士市増川434-10 アートスペースPOPO

3083 富士市今泉380番地の1 田子の月

3084 富士市本市場町735 ラ・カルフェ

3085 富士市富士町5-15 ろばた焼き　德川

3086 富士市富士町15-12 フラワーズ

3087 富士市富士町8-6 高麗

3088 富士市吉原2-11-30 雪月花

3089 富士市松岡231-1 中華料理　元

3090 富士市永田町2-79-1 京昌園　別館はなれ

3091 富士市永田町2-85 海郎小屋本店

3092 富士市富士町4-22 じおん

3093 富士市本町5-8 魚BAR　海音

3094 富士市吉原4-14-12 居酒屋　ねぶた

3095 富士市中央町1-9-15 (有)花ぜん

3096 富士市今泉2386-3 精香園

3097 富士市青島町200-1 カフェド・マウント

3098 富士市津田44 一心

3099 富士市津田町56-1 かつ政　津田店

3100 富士市柚木328-4 びっくりドンキー

3101 富士市中里2591-49 居酒屋　黒兵衛

3102 富士市吉原2-6-14 四季料理　わかさ

3103 富士市中里431-2 お好みろばた　笑

3104 富士市永田町２丁目１番１号 ペアステージ　ノイ

3105 富士市青島町266 ケンタッキー・フライド・チキン富士店

3106 富士市青島町221の1 福家

3107 富士市永田町２丁目６４番地 ぼんどーる

3108 富士市瓜島町５５番地 京昌園別館



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3109 富士市瓜島町90 味正

3110 富士市瓜島町46 やきとり釜めし王将

3111 富士市瓜島町98-3 ㈱COMECOME

3112 富士市本町4-6 牡丹苑

3113 富士市加島町5-13 佐久寿司

3114 富士市富士町5-8 カジュアルバー　ムーンシャイン

3115 富士市厚原933-22 富士乃酒場　さんすい

3116 富士市天間706-7 kitchen トラビス

3117 富士市厚原1241 玉起園

3118 富士市本町５番１号 菊よし

3119 富士市松本90-18 わかな鮨

3120 富士市浅間上町13-44 CANTINA CAFÉ　BEN

3121 富士市原田1204-9 コーヒーハウス　ロッキー

3122 富士市中央町1-5-11 ミユキヤ

3123 富士市松岡1242-6 居酒屋　一歩

3124 富士市吉原4-23-19 羅漢

3125 富士市吉原3丁目13-9 小料理　正

3126 富士市元町14-12 ザ・たこ

3127 富士市大淵4250-5 植木やcaffe 草杜風

3128 富士市御幸町4-10　幸コーポビル1F 大喜

3129 富士市宮島149-7  こどもにたべさせたいおやつgateausec cou cou

3130 富士市浅間本町1-38 健康堂

3131 富士市吉原3-1-3 コラソン

3132 富士市田島141-1 そば処　鐘庵　富士田島店

3133 富士市入山瀬23-1 第一富士丼丸

3134 富士市今泉1-11-39 キャプテン

3135 富士市弥生22-15 直壱家

3136 富士市高嶺町11-6 レストランDADA

3137 富士市本町3－14　S&K9地下1階 チャールス東

3138 富士市本町5-1 ㈱富士グリ－ンホテル髙橋

3139 富士市元町3-8 千草荘

3140 富士市平垣町6番1号 有限会社ふるいや旅館

3141 富士市中島352 株式会社　ホテル中島

3142 富士市吉原5丁目4-20 ビジネス旅館　魚静

3143 富士市今泉1丁目7-7 入船

3144 富士市永田町2-24-2 ホテルニューセントラル

3145 富士市永田町1丁目108-2 株式会社ソネック

3146 富士市永田町6-124-1 くれたけイン富士山

3147 富士市日乃出町38番地 アパホテル

3148 富士市横割4丁目8番24号 株式会社　光年

3149 富士市横割6-13-7 ビジネスホテル　ホテル新富士

3150 富士市川成島732-9 ビジネスホテル　アムス



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3151 富士市鈴川町3-14 ビジネスホテルおかむら

3152 富士市吉原2丁目3-21 株式会社　鯛屋旅館

3153 富士市錦町1-13-20 (有)くいしん坊

3154 富士市川成島714 ㈱平安閣

3155 富士市本町10-17 ウオッチ

3156 富士市高嶺町１番２１号 手打蕎麦　仙松

3157 富士市富士町４番６号 弘陽

3158 富士市森島204-11 天津

3159 富士市松岡1615-14 まつだ

3160 富士市松岡1135-10 ホルモン焼肉　四天王

3161 富士市松岡1202-16 キッチン富士

3162 富士市岩本1972の7 我雅家

3163 富士市松岡1816-1 プレイバッハ

3164 富士市富士町4-15 居酒屋　駿富

3165 富士市松岡1676-125 アドロ

3166 富士市富士町4-1 陽だまり

3167 富士市柚木302-2 さのや

3168 富士市柚木388-3 サガミ富士柚木店

3169 富士市青葉６２５番地 ㈱ホロタチェーン富士中央店

3170 富士市松岡524の2 中華料理　華紋

3171 富士市松岡1770-2 織染

3172 富士市松本344の1 喫茶　サファリ

3173 富士市松岡1134の9 (有)信玄

3174 富士市松岡1134番地の7 (有)精香園

3175 富士市厚原484の1 ＢＡＲ　パドック

3176 富士市厚原1191-1 koko kaltio

3177 富士市瓜島町90　清和ﾋﾞﾙ1Ｆ 鉄板焼　じん

3178 富士市蓼原227-1 湯らぎの里

3179 富士市水戸島344-4 ヴェッキア　ランテルナ

3180 富士市前田860-30 和楽房　尚庵

3181 富士市本町9-18 レストラン名花堂

3182 富士市依田橋町13-24 ＆CAFÉ

3183 富士市大淵1783-1 セブンイレブン富士市大淵八王子町店

3184 富士市柚木380-1 フードストア　アオキ

3185 富士市本町15-13 日本酒バー　音連れ

3186 富士市永田町1-87 イタリア家庭料理　ルーチェ

3187 富士市富士町16-13　神明第一ビル1F Melon Queen富士店

3188 富士市伝法373-1 STAND BY YOU

3189 富士市厚原2092-9 酒ト飯　KOTOHA

3190 富士市本市場町792 酒と魚　COMARU

3191 富士市厚原777-1 シゲノブビル103号 富士しばゆう

3192 富士市今泉3075-1 ブーランジェリーMuku



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3193 富士市長通31-6 SHUBHABIHANI

3194 富士市松岡1515-9 フラワーカップケーキの店　tete

3195 富士市宮島237番地の2 小さなお家

3196 富士市� 原1丁目2番13号 セブンイレブン富士市吉原本町店

3197 富士市天間900の10 きん家

3198 富士市錦町1-157 スパゲッティ-のパンチョ富士店

3199 富士市大野新田699-2 ベーカリーＨＯＬＯーＨＯＲＯ

3200 富士市大淵2783-6 そば切り　遊玄

3201 富士市五貫島669-1 富士山おふくろ食堂

3202 富士市五貫島708-1 海老そば屋

3203 富士市岩渕1488-1 からあげ花鳥　楽座店

3204 富士市岩渕1488-1　3Ｆ どんぐり

3205 富士市岩渕1488-1　3Ｆ 宣喜茶

3206 富士市岩渕1488-1 ずいうん亭

3207 富士市岩渕1488-1　富士川楽座3Ｆ 魚しげ商店

3208 富士市岩渕1488-1 駿河屋賀兵衛

3209 富士市岩渕1488-1 富士川楽座富士山フードコートテラス

3210 富士市岩渕1488-1 道の駅富士ルートＯＮＥ

3211 富士市岩渕1488-1 道の駅富士ルートＩＤＥＢＯＫＵ

3212 富士市岩渕1488-1 富士川楽座4Ｆカフェ富士山のめぐみ

3213 富士市平垣213-14 おふくろ

3214 富士市富士町7-1 炉ばたダイニング　蔵や

3215 富士市日乃出町111 花いち

3216 富士市日乃出町111 じゅうじゅう

3217 富士市大淵2832-3 とんかつ高山

3218 富士市高嶺町8-3 きたさん

3219 富士市石坂174-6 蕎麦富士

3220 富士市中央町2-5-18 株式会社山大園

3221 富士市米之宮町141 キャナリーロウ富士青葉店

3222 富士市川成新町1 善兵衛

3223 富士市吉原3丁目3-21　三松ビル ＭＩＳＴＹ　1Ｆ

3224 富士市吉原2-11-8 ＫＡＭＩＫＡＺＥ

3225 富士市吉原2-6-1 Ｄouble

3226 富士市米之宮町111 炉端焼　一葉

3227 富士宮市宮町３－２ 江戸屋本店

3228 富士宮市小泉１１１６－４ 岩将

3229 富士宮市大宮町１５－１４ 光家寿司

3230 富士宮市ひばりが丘７１４ セブンーイレブン富士宮ひばりが丘店

3231 富士宮市内野１５５１－４２ ㈲与一屋そばの実一閑人

3232 富士宮市外神２２１１－１７ そば処美やじま

3233 富士宮市外神１８１６－７ 大富士

3234 富士宮市上稲子３９２１－２２ 平七



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3235 富士宮市大宮町５－１５ 壽

3236 富士宮市根原４９２－１４ 「道の駅」朝霧高原

3237 富士宮市野中１０４９－１２ 魚熊野中店

3238 富士宮市外神６７３－８ ㈲本山

3239 富士宮市野中１０８５－４ 割烹旅館たちばな

3240 富士宮市城北町３６１ 江戸屋城北店

3241 富士宮市外神１３４－１９ パン・ファクトリー

3242 富士宮市外神２１９１－１１ GateauMarchedimanchematin

3243 富士宮市北山１５１７ 清月堂

3244 富士宮市北山３６１６－３ ハンプトン

3245 富士宮市淀川町３６－１８ 'e rable

3246 富士宮市上条１７９９－７ クックドウル

3247 富士宮市大宮町８－３ 藤太郎本店

3248 富士宮市根原４８０－１ 富士花鳥園

3249 富士宮市猪之頭１１１４－１ ドライブインもちや水上レストラン

3250 富士宮市猪之頭１１１４－１ ドライブインもちや巻狩館

3251 富士宮市猪之頭１１１４－１ ドライブインもちや駐車場売店

3252 富士宮市上井出１６５０－３ 大原富士宮ビガークラブ

3253 富士宮市猪之頭１１６２－３ 朝霧ヴイーナスガーデンゴルフ　コースレストラン

3254 富士宮市猪之頭１１６２－３ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　　　（２Ｆバー）

3255 富士宮市猪之頭１１６２－３ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　　　（甲斐コース売店）

3256 富士宮市猪之頭１１６２－３ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　　　（富士コース売店）

3257 富士宮市猪之頭１１６２－３ 朝霧ジャンボリーゴルフクラブ　　　（駿河コース売店）

3258 富士宮市人穴１４２－６２ ㈱ニュー富士

3259 富士宮市上井出２７３０－５ 日本建築専門学校食堂

3260 富士宮市根原４９２－８ ワールドワイドフーズ㈱富士宮営業所

3261 富士宮市根原４４９－１８ 朝霧乳業㈱

3262 富士宮市根原３８０ 朝霧カントリークラブ

3263 富士宮市根原３８０ 朝霧カントリークラブインコース売店

3264 富士宮市根原３８０ 朝霧カントリークラブアウトコース売店

3265 富士宮市猪之頭８５４－４ 水口屋

3266 富士宮市北山７４２６－６３ ㈱G8富士カントリークラブ

3267 富士宮市北山７４２６－６３ ㈱G8富士カントリークラブイン売店

3268 富士宮市北山７４２６－６３ ㈱G8富士カントリークラブアウト売店

3269 富士宮市内野１３２７－１ 農場レストランでいただきます

3270 富士宮市内野１３２７－１ 森の家ウールCafé

3271 富士宮市内野１３２７－１ まかいの牧場ファーム・テリ

3272 富士宮市内野１３２７－１ まきばのミルクカフェ

3273 富士宮市内野１３２７ グランヒュッテ

3274 富士宮市内野１３２７ バーベキューテラス

3275 富士宮市内野１３２７ 牧場ホール

3276 富士宮市根原４４９－１７ あさぎりお茶工房
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3277 富士宮市根原４４９－１０ ビュッフェレストランふじさん

3278 富士宮市猪之頭１１１８－４ セブンーイレブン富士宮朝霧高原店

3279 富士宮市中央町８－１３ セブンーイレブン富士宮中央町店

3280 富士宮市北山５１９２－８ セブンーイレブン富士宮北山店

3281 富士宮市宮原３７８－１ セブンーイレブン富士宮宮原店

3282 富士宮市外神１３７－１ セブンーイレブン富士宮外神店

3283 富士宮市上井出１４１－１ セブンーイレブン富士宮上井出店

3284 富士宮市羽鮒１９６１－１ セブンーイレブン富士宮羽鮒店

3285 富士宮市富士見ヶ丘３９－１ セブンーイレブン富士宮富士見ヶ丘店

3286 富士宮市小泉１５３８－２２ セブンーイレブン富士宮橋戸店

3287 富士宮市粟倉１２６３ セブンーイレブン富士宮山宮南店

3288 富士市久沢５０－５ セブンイレブン富士市久沢店

3289 富士宮市朝日町３－２２ セブンーイレブン富士宮朝日町店

3290 富士宮市神田川町１７－１４ ファミリーマート富士宮神田川町店

3291 富士宮市西町９０７－１ ファミリーマート富士宮宮町店

3292 富士宮市東阿幸地690 セブンーイレブン富士宮東阿幸地店

3293 富士宮市宮町３－４ まとや

3294 富士宮市粟倉９３３ しお・こしょう

3295 富士宮市宮町４－２３ 大吉屋

3296 富士宮市淀川町１９－１３ 盛華支店

3297 富士宮市淀師７０５－１ れんげ

3298 富士宮市万野原新田４１５９－３ 居酒屋丸

3299 富士宮市ひばりが丘５２６－２ ㈲かやの里

3300 富士宮市阿幸地町７３４－１ 焼肉きんぐ富士宮店

3301 富士宮市大宮町１－２ 山げん

3302 富士宮市東阿幸地５４１ ピアゴ富士宮店

3303 富士宮市阿幸地町１８２ 食事処居酒屋たぬき

3304 富士宮市根原２２８ ハートランド・朝霧

3305 富士宮市城北町３０ セブンーイレブン富士宮城北町店

3306 富士宮市神田川町１４－７ 大介

3307 富士宮市下条２８２ アイス屋ティコ

3308 富士宮市上柚野１３３－１ ゆのゆの

3309 富士宮市中央町３－４ 龍鳳

3310 富士宮市宮原１０７－８ おはら

3311 富士宮市三園平２３６ オレンジペコ

3312 富士宮市大宮町１７－６ レストラン丸金

3313 富士宮市豊町１９－１２ 和の味久松

3314 富士宮市小泉２３４３－１０２ レストランミツ

3315 富士宮市中里東町１６９－１ カフェアンダンテ

3316 富士宮市青木１３３ れっどぱーる飲食店

3317 富士宮市上井出3469-9 小さな旅籠寿庵

3318 富士宮市上井出3470-1 風の湯
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3319 富士宮市上井出2353-7 まごころ

3320 富士宮市猪の頭1816-9 コズリ・ドゥ・シェンヌ

3321 富士宮市大宮町15-1 八平

3322 富士宮市神田川町16-5 黒船屋

3323 富士宮市山宮1018-22 山吹

3324 富士宮市小泉2494-4 そば処利庵

3325 富士宮市上井出2325-3 ふじしげ

3326 富士宮市上井出126 レストランたなか

3327 富士宮市原1199-12 富士山白糸庵

3328 富士宮市上井出351 鮨佐野家

3329 富士宮市上井出854-50 むめさん

3330 富士宮市上井出276-7 つかさ

3331 富士宮市上井出825-6 天神橋

3332 富士宮市宮町4-23 富士宮やきそば専門店すぎ本

3333 富士宮市下条309-2 民宿旅館中京

3334 富士宮市下条341-1 渡辺商店

3335 富士宮市下条127-3 のんのん

3336 富士宮市下条2038-2 あおき坂

3337 富士宮市上条435-1 山門食堂

3338 富士宮市下条388-2 スーパーぎんこう

3339 富士宮市下条625 居酒屋清

3340 富士宮市佐折634-1 田貫湖瓔珞の家

3341 富士宮市黒田281 寿し割烹いしい

3342 富士宮市上条250-1 きりん

3343 富士宮市精進川59 渡辺

3344 富士宮市下条485-1 よない

3345 富士宮市上条259-2 西村屋食堂

3346 富士宮市外神1856-4 メリカフェ

3347 富士宮市北山1870-1 ホームメイド ハピネス

3348 富士宮市大宮町6-15 やわらぎ水しま

3349 富士宮市宮原412-3 キッチンPocket

3350 富士宮市弓沢町924 お菓子と珈琲赤池商店

3351 富士宮市舟久保町16-12 カラオケ・うっちー

3352 富士宮市大岩237-3 佐野商店

3353 富士宮市淀平町181 大野水産さかなセンター

3354 富士宮市元城町13-20 フィッシュじん

3355 富士宮市城北町250 おふくろていフードサービス犬上

3356 富士宮市杉田591-27 魚保

3357 富士宮市小泉787-11 まるけい

3358 富士宮市野中1049-12 魚熊野中店

3359 富士宮市野中８５８－１０ フレッシュモロホシ

3360 富士宮市大岩968-4 佐野
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3361 富士宮市777-1 DOIFARM

3362 富士宮市人穴137-318 富士山岡村牧場

3363 富士宮市穂波町18-3 ゆうしお

3364 富士宮市杉田407-10 寺分そば処岩平

3365 富士宮市杉田1047-4 HARE時々OCHA

3366 富士宮市外神1980-1 志ほ川外神店

3367 富士宮市大宮町8-18 岩市富士宮本店

3368 富士宮市宮町10-1 丸石

3369 富士宮市上井出1254-1 Bayern Meister Bier ㈲

3370 富士宮市根原449-17 あさぎりお茶工房

3371 富士宮市元城町3-24 日・吉月

3372 富士宮市淀師1159-3 ばんばん

3373 富士宮市淀師1169-4 なかど

3374 富士宮市万野原新田3281-17 すずきお好み屋

3375 富士宮市万野原新田4088 ころぼっくる

3376 富士宮市宮原99-2 ふくや

3377 富士宮市宮原429-8 お好み焼き・やきそばとしちゃん

3378 富士宮市宮原612-1 居酒屋みっちゃん

3379 富士宮市若の宮町32 ひまわり

3380 富士宮市星山237-21 エプロン

3381 富士宮市穂波町11-6 穂波屋

3382 富士宮市中里東町275 親華楼

3383 富士宮市貴船町11-14 おじまや

3384 富士宮市光町13-14 金森

3385 富士宮市青木321 丸美

3386 富士宮市淀師468-2 お好み食堂伊東

3387 富士宮市淀川町15-5 鉄板焼たから

3388 富士宮市朝日町22-27 稲葉商店

3389 富士宮市小泉2862 なごみや

3390 富士宮市中央町3-9 虹屋ミミ

3391 富士宮市舟久保町16-14 おたふく

3392 富士宮市大宮町21-1 さの食堂

3393 富士宮市黒田215-16 セブンイレブン富士宮黒田店

3394 富士宮市田中町737-35 セブンーイレブン富士宮田中町店

3395 富士宮市野中1040-15 Artisanal

3396 富士宮市浅間町1-8 イオンスタイル富士宮

3397 富士宮市野中1043-1 SUPESSO

3398 富士宮市上条195-1 カフェ・サロンアリス

3399 富士宮市宮原541-5 ㈱チキンハウス青木養鶏場

3400 富士宮市東町22-11 フードラウンジ胡蝶

3401 富士宮市東町22-11 とんぱ

3402 富士宮市ひばりが丘700 ドトールコーヒーショップEnejet　富士宮バイパス店
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3403 富士宮市城北町15 蕎友館

3404 富士宮市外神123 JA富士宮ファーマーズマーケット 　「う宮～な」

3405 富士宮市源道寺町1247 ドッグラン＆カフェMOMO

3406 富士宮市西町5-8 居酒屋天竺屋

3407 富士宮市粟倉南町147-1 富士山ドリームビレッジ

3408 富士宮市下条388-2 スーパーぎんこう

3409 富士宮市万野原新田4165-1 よどばしディズ

3410 富士宮市田中町69-1 スーパーよどばしディズ田中町店

3411 富士宮市三園平457-2 よどばしディズ三園平店

3412 富士宮市青木325 望月商店

3413 富士宮市朝日町3-7 ろばた焼せいゆう

3414 富士宮市山宮3670 奇石博物館

3415 富士宮市北山5181-14 パティオホール

3416 富士宮市宮町1-1 特産品販売所「ここずらよ」

3417 富士宮市中央町8-13 ㈱増田屋本店

3418 富士宮市東町13-2 よねや商店

3419 富士宮市中央町7-7 柚子

3420 富士宮市大宮町17-13 ㈱小野田本店

3421 富士宮市野中643-11 田中屋食料品店

3422 富士宮市西町25-2 田中屋

3423 富士宮市万野原新田3022-8 ㈲にこにこ販売

3424 富士宮市原１０２４ 白糸滝養魚場

3425 富士宮市泉町381 セルフショップ西村

3426 富士宮市東阿幸地698 ラーメンの一番亭

3427 富士宮市東阿幸地698 かつ銀富士宮阿幸地店

3428 富士宮市大岩507-10 わたなべ

3429 富士宮市大宮町11-19 bikke

3430 富士宮市中央町3-4 お食事処山下

3431 富士宮市西町10-13 村田屋

3432 富士宮市宝町8-12 寿司貞

3433 富士宮市宝町6-16 宝寿し

3434 富士宮市西町25-7 竹の家

3435 富士宮市朝日町9-6 米津

3436 富士宮市中央町3-9 京風寿司処柳屋

3437 富士宮市大宮町15-14 光家寿司

3438 富士宮市大宮町2-12 魚けん

3439 富士宮市小泉1804-13 美さ和寿司

3440 富士宮市小泉1116-4 岩将

3441 富士宮市中央町12-13 順平

3442 富士宮市鳥並181 小代田食品

3443 富士宮市下柚野364-1 和

3444 富士宮市大鹿窪1471-1 Farmer‘s Kitchenどってん家
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3445 富士宮市野中東町303 ふじさん

3446 富士宮市淀師1237-11 さとちゃん

3447 富士宮市黒田205-1 ゲストハウスフォレスト・ヒルズ

3448 富士宮市内房6025-8 どりーむ101

3449 富士宮市山宮888-2 ヤマザキショップやまいち

3450 富士宮市北山5008-1 ホー珍ロー

3451 富士宮市北山5203-15 なんちゃら亭喜楽

3452 富士宮市北山3681-8 居酒屋寿

3453 富士宮市北山4404-2 大地

3454 富士宮市黒田12-1 choricapo.

3455 富士宮市狩宿53-8 あざみ

3456 富士宮市上井出3690 富士ミルクランド

3457 富士宮市上井出267-5 平石屋

3458 富士宮市上井出270-6 ㈲千鳥屋

3459 富士宮市上井出271-1 滝元屋

3460 富士宮市上井出252-4 ふじ野屋

3461 富士宮市上井出260-6 するがや

3462 富士宮市上井出259-1 だんの家

3463 富士宮市上井出260-1 HappyBellしらいと

3464 富士宮市中央町15-14 くれたけインプレミアム富士宮駅前

3465 富士宮市星山84-2 旅館ほし山

3466 富士宮市宮町4-24 月桃食堂

3467 富士宮市万野原新田2917-3 ファミリーマート富士宮登山道

3468 富士宮市北山2777-1 ファミリーマート富士宮北山店

3469 静岡市葵区紺屋町3番地の10 中島屋グランドホテル

3470 静岡市葵区人宿町1-1-10　SOZOSYA Mビル5A 宝と瑩

3471 静岡市葵区西草深町17-18　 サンマリノ

3472 静岡市葵区伝馬町8-3 ﾜｲﾝ食堂ぐるまん

3473 静岡市葵区伝馬町8-3 グルマンアネックス

3474 静岡市葵区鷹匠2丁目 Maiar（ﾏｲｱｰ）

3475 静岡市葵区大岩1-1-18 ロサ・マリー

3476 静岡市葵区常磐町1丁目7-4 チュリス常盤1F ミニクラブはる

3477 静岡市葵区東草深町1-9 珈琲工房すがの

3478 静岡市駿河区南町1425 たらふく

3479 静岡市葵区両替町2-5-202 ラ チベッタ ビアンカ

3480 静岡市葵区御幸町7-11 ちゃっきりや

3481 静岡市葵区呉服町2-5-21 ひょうたんや

3482 静岡市葵区紺屋町12-5 あおいや

3483 静岡市駿河区西島912-15 UTAN DESIGN

3484 静岡市葵区七間町8-6　ACT7 2F西 Bar NO'AGE

3485 静岡市清水区三保６５９－３ たからや

3486 静岡市清水区銀座２－５ 天晴
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3487 静岡市清水区銀座１－１５ Bar Vanquish

3488 静岡市葵区昭和町10-1　1F 酒楽食楽

3489 静岡市葵区昭和町6-2アイワンビル8F 綾華

3490 静岡市駿河区小坂1673 御坂堂

3491 静岡市葵区城内町1-1 静岡市中央福士エリア2F ﾗﾎﾟｰﾙ･ﾀｽｶぽけっと

3492 静岡市葵区城東町24番1号　城東保健福祉エリア　複合棟内  ﾗﾎﾟｰﾙ･ﾀｽｶぽけっと ラ・ポシェット

3493 静岡市清水区上清水町１－６ いさみ寿し

3494 静岡市清水区旭町４－９ パブニキータ

3495 静岡市清水区辻２－２－５ 若竹

3496 静岡市葵区瀬名1-7-77 やきとりぼら鳥

3497 静岡市葵区両替町2-5-9 黒川ビル2F Dining & Bar Stay Gold

3498 静岡市葵区紺屋町12-5 3F ダ・ヴィンチ

3499 静岡市葵区鷹匠2丁目1－6 六角

3500 静岡市葵区神明町18-17 ニョッキのお店 PaPa

3501 静岡市葵区両替町2の4の6 ｼﾞｪｰﾄﾞﾋﾞﾙ3F らうんじ凛

3502 静岡市駿河区敷地2-12-2 HACO

3503 静岡市駿河区八幡2丁目16-8 とんかつ　かつ祥

3504 静岡市駿河区丸子7324 café Jaboticaba

3505 静岡市清水区興津中町７８３－５ ㈱肉の富士

3506 静岡市清水区蒲原３－３－１０ 鮨処　やましち

3507 静岡市駿河区曲金3-1-10 レストラン駿河ツインメッセ店

3508 静岡市葵区瀬名1-22-1 レストラン駿河常葉大学瀬名店

3509 静岡市駿河区弥生町6-1 グランテーブル

3510 静岡市葵区水落町1-30 レストラン駿河水落店

3511 静岡市葵区追手町9-6本館1階 レストラン駿河県庁店本館

3512 静岡市葵区追手町9-6東館16階 レストラン駿河県庁店東館

3513 静岡市葵区常磐町1-1-3 萬福源家

3514 静岡市葵区七間町13-13 三日月

3515 静岡市葵区羽鳥本町11-21 有限会社なかじま園

3516 静岡市葵区千代田7丁目1-47 雅正庵　千代田本店

3517 静岡市駿河区向敷地1198番地の1 小柳津清一商店　本店

3518 静岡市葵区黒金町49 ﾊﾟﾙｼｪ6Ｆ 伹馬屋　静岡パルシェ店

3519 静岡市葵区与左衛門新田21番地 本山製茶㈱

3520 静岡市葵区七間町16-7 2Ｂ Ｋａｙｏ－ｂｉ

3521 静岡市清水区江尻東３－８－１９ スナック　黄いろい自転車

3522 静岡市清水区由比今宿９９６－１ 見晴旅館

3523 静岡市清水区江尻町２－１３ 菜園だいにんぐ　クローバーカフェ

3524 静岡市葵区常磐町1丁目8-7 おでんやようこ

3525 静岡市葵区田町4-69 ㈱ニッコクトラストＪＰ静岡寮

3526 静岡市清水区葛沢４０５ エイボン

3527 静岡市清水区押切５９３－２ 紫栄

3528 静岡市清水区江尻東２－４－２ 木内もつ焼店
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3529 静岡市駿河区小鹿1420番1 聖光学園ルセール寮

3530 静岡市駿河区南町13番21号 静鉄ホテルプレジオ 静岡駅南レストラン

3531 静岡市駿河区池田1767番地の6 一社）静岡市動物園協会レストハウス

3532 静岡市葵区常磐町1丁目5-4 ﾊﾟﾚｽﾋﾞﾙ4Ｆ 手品家静岡店

3533 静岡市清水区駒越中１－１７－３８ 割烹　若ざわ

3534 静岡市清水区上清水町２－３ たなべや

3535 静岡市清水区巴町６－１８ プラステン

3536 静岡市清水区港町１－４－１ 蓬莱亭

3537 静岡市清水区旭町2-13 味彩酒蔵らいず

3538 静岡市葵区西草深町28-4 有限会社あさひ

3539  静岡市葵区両替町2丁目5-4 ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4Ｆ-Ａ 一華

3540 静岡市清水区草薙2-4-9 ふじ川

3541 静岡市清水区駒越北町5-14 スーパー田子重駒越店

3542 静岡市清水区万世町1-6-30 梅　光

3543 静岡市葵区東町37 まるやま

3544 静岡市葵区七間町15番地の1 学校法人鈴木学園 

3545 静岡市清水区万世町1-5-12 銀の字

3546 静岡市清水区能島245-11 炒炒

3547 静岡市清水区草薙2-2-3 酒菜屋　IKEGAMI

3548 静岡市葵区七間町16-7ＯＭＡＣＨＩﾋﾞﾙ3Ｂ KING OF WONDER

3549 静岡市葵区田町1丁目33 居酒屋かみざき

3550 静岡市清水区蒲原3丁目3-10 有限会社　やましち

3551 静岡市清水区港町2-6-19 サンライス

3552 静岡市清水区鳥坂198 ホテル　ミューズ

3553 静岡市清水区堀込761-2 ホテル　心の鍵

3554 静岡市清水区入船町13-15 清水港さかなや

3555 静岡市清水区入船町13-15 御食事処　大漁市場

3556 静岡市清水区入船町13-15 清水みなと漁師丼の店

3557 静岡市清水区入船町13-15 回転寿司　のぶちゃん

3558 静岡市清水区旭町6-8 地下1階 どんぶり屋　ありがとう食堂

3559 静岡市焼津市八楠4-13-7 回転寿司　のぶちゃん

3560 静岡市清水区神田町18-19 誠寿し

3561 静岡市清水区高橋南町12-1 レイジージャック

3562 静岡市清水区千歳町14-49 味丸

3563 静岡市葵区常磐町1丁目8-7 いしの屋

3564 静岡市葵区常磐町2-3-6 ひので

3565 静岡市駿河区富士見台2丁目4-7  社福）静岡手をつなぐ育成の会ラポール・ファーム

3566 静岡市葵区呉服町2丁目1-12 (有)どんぶりや

3567 静岡市清水区上原1-2-20 芳川

3568 静岡市駿河区小鹿1380-1 おしかの丘　食堂

3569 静岡市清水区巴町1-26 Izakaya Moto Studio

3570 静岡市清水区銀座4-9 co.ｔo.na
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3571 静岡市清水区入船町7-10 びすとろ光輪

3572 静岡市清水区和田島674-2 スパーコムラ

3573 静岡市清水区入船町13-15 Movix清水

3574 静岡市清水区蒲原3-5-18 蒲原の味処よし川

3575 静岡市清水区銀座13-28 朝日屋

3576 静岡市清水区江尻台町22-35 ｆｉｖｅ　ｆｅｅｔ　ｃａｆｅｓ

3577 静岡市清水区真砂町6-23 味楽亭はしもと

3578 静岡市清水区西久保44-1 春日野

3579 静岡市清水区横砂西町6-15 榊屋

3580 静岡市清水区堂林2-12-20 居酒屋しんしん

3581 静岡市清水区入江2-1-10 駿河丸

3582 静岡市葵区羽鳥２丁目16-34 すし処俺らの家まで

3583 静岡市駿河区南八幡町8-22ｱﾋﾟﾀｸｵｰﾚ館2F 紅虎餃子房静岡

3584 静岡市清水区港町1-3-7 出口豆腐店

3585 静岡市清水区南八幡8-22　クオレ館2Ｆ ふじの坊　笑膳

3586 静岡市清水区草薙1-2-24 居酒屋ワンコップ

3587 静岡市葵区千代田3-11-21 Steppin　Café

3588 静岡市駿河区曲金3-1-5 Steppin　Burger ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店

3589 静岡市清水区緑が丘町1-20 かつみ

3590 静岡市清水区天王南5-3 盛旺軒天王店

3591 静岡市清水区袖師町1477-1 ベイホテル入船館

3592 静岡市清水区興津本町6 岡屋旅館

3593 静岡市葵区鷹匠3-3-13 末広寿し本店

3594 静岡市清水区江尻町6-11 青柳そば店

3595 静岡市清水区三保2718-6 民宿　潮

3596 静岡市葵区紺屋町6-7静岡パルコ2F すうぷ静岡パルコ店

3597 静岡市清水区沼田町6-2 日出寿司

3598 静岡市清水区鶴舞町3-3 入江旅館

3599 静岡市清水区由比町屋原176-7 さすぼし蒲鉾　株式会社

3600 静岡市清水区由比67-9 食堂　さくら屋

3601 焼津市小河内3899-1 北條

3602 静岡市清水区葵区田町2丁目141 寿し幸

3603 焼津市栄町1-11-10 土筆旅館

3604 焼津市小川3392-9 小川港魚河岸食堂

3605 焼津市西小川2-12-2 和作寿司

3606 焼津市八楠4-13-7 さかな大食堂渚

3607 焼津市西小川2-5-16 勇喜寿司

3608 焼津市本町5-2-3 旬香あずみ

3609 焼津市西小川4-16-6 ㈱とうそん焼津店

3610 焼津市三右衛門新田373-1 和食さと焼津店

3611 焼津市駅北1-5-4 洋風居酒屋ドンキー

3612 焼津市石津71-103 大切な人と行くイタリアン・ヴェント
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3613 焼津市本町2-3-4-1 食処みやぎ

3614 焼津市石津120  えんや

3615 焼津市鰯ケ島136-26 まぐろ茶屋

3616 焼津市三ヶ名1194-4 カフェセレサ

3617 焼津市本町3-9-25 アルハALHA

3618 焼津市大覚寺679-3 蘭亭

3619 焼津市三和59 長峰花カフェ

3620 焼津市東小川2-2-3 ガスト焼津東小川店

3621 焼津市本町1-6-3 焼津船員保険保養所やいづマリンパレス

3622 焼津市西小川3-6-1 焼津四川飯店

3623 焼津市三ヶ名565-1 らーめんブッチャー焼津店

3624 焼津市栄町1-8-13丸合第二ビル1階右 Piatto allacarta SENTA！

3625 焼津市西島345-314 かつ一

3626 焼津市飯淵425-1 蕎麦蔵

3627 焼津市相川1547-1 魚金(株)

3628 焼津市飯渕1960 漁協直営食堂「さくら」

3629 焼津市八楠1-28-5 サガミ焼津店

3630 焼津市東小川8-8-9 カフェKatsumi

3631 焼津市小屋敷385 ゲストハウスリッチモンド

3632 焼津市三和1551-1 居酒屋ぱせり　

3633 焼津市浜当目1541 ホテルアンビア松風閣

3634 焼津市祢宜島146-1 Café Bar Zabuton

3635 焼津市栄町2-3-15 ふわふわっふる

3636 焼津市焼津4-6-21 株式会社たち吉

3637 焼津市石津2259-408 焼津青少年の家 食堂

3638 焼津市駅北3-17-21 せおと

3639 焼津市柳新屋646-1ＡoneYokoyamaA-2 居酒屋大根

3640 焼津市大島1078 中華料理 天心

3641 焼津市駅北2-6-6 パブハウス＆TEAピロポ

3642 焼津市栄町1-1-32アピオビル1F ダイニング＆バー　 ヴィーノ！ヴィーノ！

3643 焼津市栄町1-7-12 ラウンジトワイライト

3644 焼津市本中根107-1 ギャラリーＳａｓａｙａｍａ

3645 焼津市小柳津西之宮224-1 焼肉のかねまる西焼津店

3646 焼津市八楠4-2-3 まいどおおきに 焼津八楠食堂

3647 焼津市五ヶ堀之内698-1 四季

3648 焼津市本町2-19-34 ㈱カネ万近藤商店

3649 焼津市焼津4-7-17 萬代

3650 焼津市栄町5-4-7 料理店㈲かく万

3651 焼津市中新田420-2 政味

3652 焼津市祢宜島35-3 ラヴィエベル

3653 焼津市上小杉826 味わい処旬楽

3654 焼津市下江留1450-1 丸忠(有)
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3655 焼津市吉永1114-4 磯好

3656 焼津市宗高1510-3 イタリア食堂パエザーノ

3657 焼津市焼津3-11-7 ゆりね

3658 藤枝市駅前１－２－３ 喫茶タイム

3659 藤枝市駅前１－６－２９ Ｇａｔｏ Ｒｏｊｏ（ガト・ロッホ）

3660 藤枝市本町２－５－１１ 株式会社大正亭

3661 藤枝市茶町２－５－１５ ドイツ料理フロイデ

3662 藤枝市岡出山３－７－１ 宅配クック ワン・ツゥ・スリー志太店

3663 藤枝市青木１－２１－１２ くるみキッチンプラス

3664 藤枝市青木３－１６－３７ ガスト藤枝青木店

3665 藤枝市藤岡５－８－２ 博多天ぷら福ふく

3666 藤枝市駅前１－８－１０－１０４ アグリダイニング グラン マッシュ

3667 藤枝市駅前１－７－２７ ＆ Ｓｕｇａｒ プラス南瓜

3668 藤枝市上青島305-2 サガミ藤枝店

3669 藤枝市高洲１－５－８ クリタヤ

3670 藤枝市藤枝４－２－８ おきせ 金つば本舗

3671 藤枝市前島１－７－５０ ３Ｆ ダイニングバー桃

3672 藤枝市本郷５４３７ 瀬戸谷温泉 ゆらく

3673 藤枝市兵太夫５３１－１ ホルべぇ

3674 藤枝市藤枝４－９－３４ ゆい吉食堂

3675 藤枝市音羽町２－２－１ 石川食鳥

3676 藤枝市本郷１９５６ 食事処 幸之松

3677 藤枝市五十海２－５－１０ 喫茶 椿

3678 藤枝市駅前２－７－２ 魚時会館おさかな亭

3679 藤枝市青木１－２１－２９ かりん

3680 藤枝市本町１－５－１１ そば処 ますだや

3681 藤枝市田沼１－２３ 藤枝四川飯店＆ガーデンズ

3682 藤枝市内瀬戸１１９３ 株式会社藤枝ゴルフクラブ

3683 藤枝市大洲２－２７－３０ 寿るがや

3684 藤枝市大東町６４５－１ 松浦牛乳販売

3685 藤枝市前島２－１－５村田ﾋﾞﾙＢ 居酒屋 ＪＩＲＯ

3686 藤枝市内瀬戸１３８５－１２ まぜもぜ空

3687 藤枝市駿河台４－１－１ 静岡産業大学情報学部レストラン

3688 藤枝市大洲１－１１－３６ みちくさ

3689 藤枝市築地５１５－１ 株式会社五味八珍 藤枝店

3690 藤枝市築地１－６－２８ 肉匠坂井　藤枝店

3691 藤枝市駅前１－３－２駅前会館ビル２階 橙橙藤枝店

3692 藤枝市駅前３－３－１３アンドービル１階 すし屋の磯吉

3693 藤枝市藤枝２－１－３３ お菜処 さなえ

3694 藤枝市水守２－４－１ しずてつストア藤枝水守店

3695 藤枝市志太５－３－３４ 株式会社藤越

3696 藤枝市大東町５１６－３ パブリック
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3697 藤枝市前島１－３－１ホテルオーレ２階 鉄板焼　花

3698 藤枝市藤枝５－６－４８ 茶房華蔵

3699 藤枝市駅前２－７－２５ ２Ｆ ＴＲＥＳＳＥ

3700 藤枝市瀬戸ノ谷３７６８ 中里の庄・和（ﾅｺﾞﾐ）

3701 藤枝市志太１－２－８ 有限会社寿し幸志太支店

3702 藤枝市駅前３－２－７ 肉屋堀もと

3703 藤枝市駅前１－５－２２ﾌﾟﾗｻﾞﾜﾝﾋﾞﾙ1Ｆ Ｊｅｗｅｌｒｙ（ｼﾞｭｴﾘｰ）

3704 藤枝市青木１－２３－１０ Ｃｉｒｃａ １８８８

3705 藤枝市本町２－６－３２ 呑処肴処まつもと

3706 藤枝市五十海２－４－１５ レストラン クレソン

3707 藤枝市小石川町１－７－３４ Ｌｕｆｕｓ

3708 藤枝市駅前１－１３－２２ 藤枝茶 カフェ ＫＡＲＥＮ

3709 藤枝市高柳１－１９－５ 有限会社ゑび寿亭

3710 藤枝市助宗１２７３－１ ベーカリーカフェ・風

3711 藤枝市駅前２－３－３ﾒｿﾞﾝ琢磨２ 103.104号室 縁和

3712 藤枝市田沼３－１－３７ パティスリー プルクワパ？

3713 藤枝市田沼１－１５－６ 新中華 華花

3714 藤枝市大新島６６９－４ 麺や虎

3715 藤枝市駅前３－３－９ ビジネスホテルイレブン

3716 藤枝市駅前３－１１－２９ 遊食酒房そでしや

3717 藤枝市兵太夫６２６－２ そば処 山善

3718 藤枝市青南町５－６－３６ ＲＵＰＬＡＸＭＩ　ＧＡＮＤＨＩ　ＦＵＪＩＥＤＡ

3719 藤枝市高洲５３－１７ らぁ麺屋 まるみ

3720 藤枝市横内９９２－６ 居酒屋楽部

3721 藤枝市岡部町内谷８１７ 企業組合岡部宿かしばや

3722 藤枝市岡部町岡部８６８－１４ ｋｕｒａｒａ Ⅱ

3723 藤枝市岡部町宮島３８８－１ ファミリ－民宿㈱朝比奈

3724 藤枝市岡部町玉取１４３７ 玉本屋

3725 藤枝市岡部町三輪７７４－１ ミ－トシヨツプモランボン

3726 藤枝市岡部町内谷１７２１－７ 創菜*岡部宿　五智

3727 藤枝市岡部町内谷９１４－１ 居酒屋一文

3728 藤枝市岡部町岡部３０ 美はし

3729 藤枝市岡部町内谷６３３－５ かど万米穀店

3730 藤枝市岡部町内谷８０２－１ みどりや食堂

3731 藤枝市岡部町内谷５９７－３ きくや旅館

3732 藤枝市瀬戸新屋１７１－１ パブ　ヴァイオレット

3733 榛原郡川根本町千頭350 湯屋　飛龍の宿

3734 榛原郡川根本町千頭389-1 求夢荘

3735 榛原郡川根本町元藤川31-1 なじみ

3736 榛原郡川根本町千頭316 晴耕雨読

3737 榛原郡川根本町千頭316 晴耕雨読ヴィレッジ

3738 榛原郡川根本町千頭372 手造りの店　さとう
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3739 榛原郡川根本町千頭352 波多野　勲

3740 榛原郡川根本町千頭1199 ノハル草源

3741 榛原郡川根本町千頭339-2 安竹商店

3742 榛原郡川根本町千頭1216-12 先頭館

3743 榛原郡川根本町千頭1216-5 Café Grandma

3744 榛原郡川根本町東藤川702-1 山本屋旅館

3745 榛原郡川根本町千頭351-1 白樺屋

3746 榛原郡川根本町千頭367 朝日山荘

3747 榛原郡川根本町千頭279 奥大井観光ホテル翠紅苑

3748 榛原郡川根本町千頭318-2 光山荘

3749 榛原郡川根本町千頭317-2 ペンション寸又峡

3750 榛原郡川根本町東藤川1096-1 阿良屋旅館

3751 榛原郡川根本町千頭298-1 深山

3752 榛原郡川根本町千頭340-3 古民家お茶カフェ山口屋

3753 榛原郡川根本町桑野山276-1 玄米彩食　あさゐ

3754 榛原郡川根本町東藤川1977 峠朝霧園

3755 榛原郡川根本町千頭1216-19 丹味

3756 島田市川根町家山646-7 野舟

3757 島田市川根町家山668-6 居酒屋たむら

3758 榛原郡川根本町青部144-2 きっちんはうす　ほっと

3759 榛原郡川根本町青部703 ゆるカフェVoketto

3760 榛原郡川根本町久野脇280 くのわき親水公園キャンプ場

3761 榛原郡川根本町千頭1216-14 福住館

3762 榛原郡川根本町上長尾416-2 和風スナック　茶路

3763 榛原郡川根本町上長尾842-4 和彩食堂　あけぼの

3764 榛原郡川根本町下長尾477-4-2Ｆ パンセブレ　～山のちいさな喫茶店～

3765 榛原郡川根本町千頭1216-16 ゑびすや食堂

3766 榛原郡川根本町徳山355-3 ミニストップ中川根町店

3767 榛原郡川根本町徳山772-1 茶々丸食堂

3768 榛原郡川根本町徳山1547-31 若者交流センター奥流

3769 榛原郡川根本町徳山1212 丹田商店

3770 榛原郡川根本町千頭1215-12 Café うえまる

3771 榛原郡川根本町上長尾272-1 レストアンドラン　ロンノバル

3772 榛原郡川根本町上長尾421-14 ぼくの店

3773 榛原郡川根本町徳山828-1 中野食堂

3774 榛原郡川根本町徳山568 紅ちゃん

3775 榛原郡川根本町下泉204-5 三ツ星村

3776 島田市岸町645-3 きっさ風待

3777 島田市井口1391 Reposer -ルポゼ-

3778 榛原郡川根本町下長尾228-3 まるや

3779 島田市月坂1-12-5 味やす

3780 島田市東町41番地1 ファミリーマート島田ひがし町店
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3781 榛原郡川根本町下泉1122 不動の滝自然広場オートキャンプ場

3782 榛原郡川根本町下長尾228-1 野口屋

3783 島田市川根町身成3925-14 川根ふるさと茶屋

3784 島田市川根町家山657-3 飲喰処ちから

3785 島田市川根町身成3546-1 かわねや　そば店

3786 島田市川根町笹間渡18-1 真希

3787 島田市川根町身成3533 やませき

3788 島田市川根町身成3533 café TRUNK

3789 島田市川根町抜里188-2 魚藤

3790 島田市川根町抜里512-1 麦の会

3791 島田市川根町家山4164-1 さくら茶屋

3792 島田市川根町笹間渡18-1 村の市

3793 島田市川根町家山4153-7 寿園ＣＡＦＥ

3794 島田市川根町笹間渡220 食工房サクラ

3795 榛原郡川根本町千頭989-3 おざわ屋食堂

3796 榛原郡川根本町上長尾413 梅野屋

3797 榛原郡川根本町梅地187-2 接岨峡温泉会館

3798 榛原郡川根本町徳山733 あんず

3799 島田市身成48-3 魚喜代

3800 島田市大井町3-11 酔社

3801 島田市本通1-9-14 ようこそ

3802 島田市扇町12-16 スナックほたる

3803 島田市日之出町3-2 シンシアリー

3804 島田市大津通9-1フレグランスＤ すなっくカモミール

3805 島田市幸町2-9オシャレハイツＫＯＴＯ1Ｂ カラオケスナック洋子

3806 島田市本通1-10-6 パブ・ローズ

3807 島田市日之出町1-6 寿司　天ぷら　政

3808 島田市幸町8-1 川徳

3809 島田市柳町9-12 和仏蘭西料理ル・シャン

3810 島田市河原2-17-2 憩う家・なずな

3811 島田市扇町15-6 日本料理　卯月

3812 島田市幸町9-13 そば処　柳家

3813 島田市島田市日之出町2-10 加賀屋

3814 島田市東町1383-2 ケーキ工房リモージュ

3815 島田市阪本1381-8 弦月

3816 島田市本通2-4-16 割烹　三ツ久

3817 島田市中央町6-1 つた家

3818 島田市扇町11-2 八寸

3819 島田市柳町5-7ファーストヒル101 穂のか

3820 島田市栄町1-8 細島屋　本店

3821 島田市本通2-4-27 和蔵

3822 島田市中河町366-1 細島屋　花水木
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3823 島田市阪本1505-1 池田や

3824 島田市中央町24-17 寿司割烹　魚中

3825 島田市本通2-4-17 くら

3826 島田市大井町2-4 磯藤

3827 島田市中河855-4 酒菜和楽　虎太郎

3828 島田市本通2-3-4 蕎麦　雪月花

3829 島田市柳町9-12 かに柳

3830 島田市本通1-8-6 居酒屋かなちゃん

3831 島田市横井2-13-22 杉本商店

3832 島田市向谷元町735-2 三笑亭

3833 島田市稲荷2-14-13 のほほん

3834 島田市南原247 なんざん

3835 島田市中河町510-1 食事処　蓬春

3836 島田市大井町6-3 セブン‐イレブン島田大井町店

3837 島田市栄町1-10 喰い呑み家　ガジュマル

3838 島田市千葉251 門前茶屋

3839 島田市道悦4-5-11 煮香味亭

3840 島田市本通3-3-7　永井ビル2Ｆ 鉄板串焼　アジト

3841 島田市本通3-3-12 寿し広

3842 島田市元島田9517-5 秋山ラーメン店

3843 島田市元島田256-11いずみビル101 みのり

3844 島田市日之出町1-14 通りゃんせ

3845 島田市本通1-9-11 おたまじゃくし

3846 島田市旗指534-7　牛尾ﾋﾞﾙ1Ｆ CAFÉ AROUGE(アルージュ)

3847 島田市大津通4-3 ポプリ

3848 島田市幸町17-4 こまつ

3849 島田市阪本1329-25 みよしの

3850 島田市野田1224-2 そばの花

3851 島田市扇町12-15 お多福

3852 島田市道悦1-12-15 スナック財來

3853 島田市日之出町3-9 居酒屋さくら

3854 島田市柳町1999 友

3855 島田市阿知ヶ谷6-4 五味八珍島田店

3856 島田市扇町15-9 居酒屋のどか

3857 島田市本通6丁目7823 紫苑

3858 島田市扇町4-10　2Ｆ ジャスミン

3859 島田市金谷富士見町1700-38 そば処ゆくら

3860 島田市金谷富士見町1681-88 ルイジアナ・ママ金谷店

3861 島田市金谷富士見町3053-2 茶の都ミュージアムショップ

3862 島田市金谷富士見町3053-2 カフェレストラン　丸尾原

3863 島田市金谷富士見町3172 自然薯農家れすとらん　とろろ屋ととろ

3864 島田市金谷猪土居3641 delicatessen HASAMI家



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3865 島田市金谷神谷城791-2 里山カフェ　ゆうふう

3866 島田市牛尾179-3 東名インター　ちゃ～茶café

3867 島田市島367-5 もんぜんすずき

3868 島田市牛尾541-9 喜よしや

3869 島田市島548-1 さんど

3870 島田市島894-3 寿し宗

3871 島田市金谷田町2162-1 スナック憩

3872 島田市金谷田町2047 あさひ寿し

3873 島田市金谷新町2548-58 ホテルあ．．．きら綺羅

3874 島田市金谷東2-1112-2 This is café 新金谷駅店

3875 島田市番生寺726-8 喫茶ん

3876 島田市番生寺709-1 志都呂

3877 島田市島866-1 ミニストップ金谷町店

3878 島田市金谷栄町3538 らぁ麺　めん奏心

3879 島田市金谷泉町1806-4 よし善

3880 島田市金谷中町2193-2 ㈲おせん

3881 島田市金谷東2丁目5-1 和重

3882 島田市旗指489-6 インド料理ルプラチミ　ガンジー

3883 島田市本通7丁目8734-23 細島屋七丁目店

3884 牧之原市静波1714-4 くじらのせなか

3885 牧之原市勝俣1732-2 (有)上越

3886 牧之原市細江2858-4 さかえ家

3887 牧之原市相良333-2-4 (有)大栄館

3888 牧之原市静波2004-1 静波館

3889 榛原郡吉田町住吉580 ホテルプレストン吉田

3890 牧之原市静波1994-1 麵屋たいちゃん

3891 牧之原市静波329 有限会社わかき家

3892 榛原郡吉田町片岡2225-1 風鈴

3893 牧之原市静波321-2 ぱすてる

3894 牧之原市西萩間1151 株式会社喜作園

3895 牧之原市静波3114-1 （有）はちぼし

3896 牧之原市静波1707-7 居酒屋つま恋

3897 牧之原市細江3210-6 お食事処　門

3898 牧之原市静波348 居酒屋　はる

3899 牧之原市静波2228-43 静波リゾート開発㈱

3900 牧之原市静波370-16 よし村

3901 牧之原市細江1131-3 Sweets Shop ハレルヤ

3902 牧之原市女神25-2 津久紫

3903 牧之原市女神26-12 いけそば

3904 牧之原市相良58-3 ラ・フォンテーヌ洋菓子店

3905 牧之原市地頭方929-4 寿しどころ　喜楽

3906 牧之原市大沢1-17-105 ジャルディーノ



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3907 牧之原市松本426-2 エツナ

3908 牧之原市大沢1-75 サライ

3909 牧之原市静波2220-76 ペンションセイラーズ

3910 牧之原市静波2228-48 オーシャンビューはまゆう

3911 牧之原市新庄748-1 神徳

3912 牧之原市新庄1217-13 居酒屋スナック　木まち

3913 牧之原市地頭方1581-1 ㈱うおとも

3914 牧之原市地頭方1269-1 大海老

3915 牧之原市落居1572-1 Re家

3916 牧之原市落居451-21 大漁苑

3917 牧之原市東萩間972 ふくろ茶や

3918 牧之原市静波1669-2-150 民宿　東海

3919 牧之原市静波3947-4 しずなみBakery

3920 榛原郡吉田町住吉1386-1 うな平

3921 牧之原市中1123-2 こめ香

3922 牧之原市細江2151 ファミリーロッジ旅籠屋　　　　静岡牧之原店

3923 榛原郡吉田町神戸2143-18 おひさま食堂

3924 牧之原市細江550-3 来来亭牧之原店

3925 掛川市子隣283-45 ログカフェ ミスターパパ

3926 御前崎市白羽495-2 魚松荘

3927 菊川市下平川1499 小貫屋

3928 掛川市大坂2886-2 孫悟空 大東店

3929 掛川市西大渕857-1 じんじん

3930 菊川市堀之内1335 ビジネスホテル たちばな

3931 御前崎市佐倉4562-1 いそかぜ

3932 掛川市下垂木1262-2 小柳津商店

3933 御前崎市池新田5801-1 荒磯

3934 御前崎市池新田1823-2 清水食堂

3935 御前崎市池新田2417-1 居酒屋 万里

3936 御前崎市白羽3615-1 伯竜

3937 御前崎市御前崎1578 岬の宿 八潮

3938 御前崎市御前崎411 はまえんどう

3939 御前崎市御前崎11-41 聖火

3940 御前崎市御前崎7-4 旬彩

3941 御前崎市白羽6173-9 きよみづ

3942 御前崎市池新田458-2 枝

3943 御前崎市合戸1811-1 和伊亭

3944 御前崎市池新田6173-1 なわのれん

3945 御前崎市下朝比奈1444-3 かいづか本店

3946 御前崎市新野258-1 東風

3947 御前崎市池新田1709-1 魚金

3948 御前崎市池新田3906-5 魚藤



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3949 御前崎市佐倉4711-16 そば切り いまむら

3950 御前崎市御前崎122-22 八光

3951 掛川市駅前3-14 2F TOMI'S インターナショナル

3952 掛川市大渕12677 新明園

3953 掛川市洋望台16-10 孫悟空

3954 御前崎市池新田3921-14 かいづか仲町店

3955 御前崎市池新田5825-6 季節料理 しぶき

3956 御前崎市白羽1104-9 スナック 京

3957 御前崎市白羽7787 The Green Room INN

3958 御前崎市御前崎3141-6 ビーチグラス

3959 御前崎市御前崎43-7 御前崎ユースホステル

3960 御前崎市御前崎42-12 民宿 橘

3961 御前崎市御前崎1551 民宿 岬

3962 御前崎市御前崎1582 民宿 みつる

3963 御前崎市御前崎8-18 ビストロ バレーナ

3964 御前崎市御前崎8-1 お宿 磯料理 なかにし

3965 御前崎市港6099-7 御前崎海鮮なぶら市場

3966 御前崎市御前崎1099-3 海鮮料理 みはる

3967 御前崎市港6099-7 御前崎まちづくり

3968 御前崎市港6099-7 一本釣り 月光丸

3969 御前崎市御前崎8-19 ペンション クロワッサン

3970 御前崎市白羽457-1 SURIA

3971 御前崎市御前崎66-39 海

3972 掛川市大池2901-1 感激どんどん 掛川店

3973 掛川市紺屋町2-4 ナイトパブ ちゃチャ

3974 掛川市横須賀154 小林屋

3975 掛川市横須賀1413-1 かねきや

3976 御前崎市御前崎1570-1 紀行茶屋

3977 御前崎市御前崎1140-22 磯料理 厨

3978 御前崎市御前崎1565-2 パシフィックカフェ

3979 菊川市本所1440-1 オーロラ

3980 菊川市加茂4719 御在所

3981 菊川市堀之内243 みよし

3982 菊川市堀之内249-1-1-1 たるます

3983 菊川市堀之内249-1-1-1 とも

3984 菊川市半済1809-1 大昌

3985 菊川市西方2544 ローソン菊川西方店

3986 菊川市本所1440-21 夢の途上

3987 菊川市本所1402-4 鳥焼きビストロRenge

3988 菊川市堀之内1423 畑barうちっち

3989 菊川市半済1759-3 魚和支店

3990 掛川市千浜5082-1 大松



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

3991 掛川市浜野1950 タナカ

3992 掛川市大坂2170-3 好

3993 掛川市中方465-2 魚幸

3994 掛川市国安2498 いざか家　楽家

3995 掛川市大坂913 せんりゅう

3996 掛川市三俣1393-4 松の鮨

3997 掛川市浜野1924-1 和琉かりゆし

3998 掛川市大坂1074 ななみ支店

3999 掛川市千浜3766-4 寿司正

4000 掛川市大坂1995 橋山食品

4001 掛川市菊浜708-3 福田商店

4002 掛川市上土方落合1107 魚一

4003 掛川市小貫1357 ミオス菊川C/C

4004 掛川市国安2808-2 大東温泉シートピア

4005 掛川市菊浜100-3 橋場屋旅館

4006 掛川市浜川新田850-1 民宿ふくだ

4007 掛川市三俣950-1 宝龍

4008 掛川市浜川新田1887-1 らーめん点々

4009 掛川市大坂1601-1 七海

4010 掛川市千856 おけや食堂

4011 掛川市中3403 かじ花

4012 掛川市中3527 満泉亭

4013 掛川市大坂619-1 どんどん大東店

4014 掛川市大坂444-1 カラオケ RED BOX

4015 掛川市大坂1038-1 大よ志

4016 掛川市大坂419-1 たこ満 大東総本店

4017 掛川市大坂539 ポッポ

4018 掛川市大坂456-3 酒のすぎむら

4019 掛川市大坂539 カレー･ザ･ロック

4020 掛川市大坂2759-1 長栄堂

4021 掛川市大坂1042-21 養老の瀧 大東店

4022 掛川市上西郷245-5 石田屋

4023 掛川市成滝581-2 魚よし

4024 掛川市緑ヶ丘1-5-11 山﨑精肉店

4025 掛川市緑ヶ丘2-5-10 みどり寿司

4026 掛川市板沢498-1 魚しげ

4027 掛川市富部693-5 酒場かよ

4028 掛川市細谷1032-1 桃李みち

4029 掛川市連雀4-13 ことのや

4030 掛川市塩町3-13 もち金

4031 掛川市日坂51-2 山本屋

4032 掛川市掛川76 そねめん
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4033 掛川市初馬342-4 いちもん

4034 掛川市富部150-9 吞み処 とんべ

4035 掛川市横須賀1387 スナック舞夢

4036 掛川市山崎233 とうもんの会

4037 掛川市西大渕247-5 花吹

4038 掛川市西大渕3359 成家

4039 掛川市西大渕6560-29 くぬぎ

4040 掛川市大渕6475-1 ビーバー

4041 掛川市大渕9641 おいもや

4042 掛川市沖之須275-4 割烹  喜楽

4043 掛川市小鷹町173 遠州 掛川食堂

4044 掛川市長谷1-1-1 掛川市役所食堂 カケショク

4045 掛川市領家540 bowls kitchen ohana

4046 掛川市北門213 蕎菜 まさ吉

4047 掛川市中宿63 十勝や

4048 掛川市家代の里2-5-7 Café Riad

4049 掛川市上張498-4 スナック 花づみ

4050 菊川市加茂3344-1 遠州 菊川食堂

4051 御前崎市御前崎1-29 磯亭

4052 御前崎市御前崎8-38 八起

4053 掛川市紺屋町5-1 喜楽（本当は七が3つ）

4054 掛川市中町3-20 晩酌家

4055 掛川市掛川584 池田屋

4056 掛川市掛川381 田原屋旅館

4057 掛川市本郷30-8 望夢花（のむか）

4058 掛川市中央1-7-8 源六

4059 掛川市横須賀1448-1 ラヴリィ

4060 掛川市初馬278-1 ポワポワ

4061 掛川市八坂882-1 道の駅掛川 お茶処東山

4062 菊川市堀之内1423 クレール

4063 菊川市加茂2164-1 銀華飯店

4064 菊川市堀之内1-1 sangrams

4065 菊川市加茂4948 おぶね

4066 菊川市半済118-3 クラベ珈琲

4067 菊川市本所1534 うなぎ喜助

4068 菊川市東横地565-1 miel

4069 菊川市土橋604 魚美津

4070 磐田市国府台３７－１５ 和風スナック美波里

4071 磐田市岩井２２８０ (株)磐田グランドホテル

4072 袋井市高尾町15-9 グランド袋井Ⅰ スナック ソワール

4073 袋井市高尾町22-7 スナック エスポワール

4074 袋井市高尾町22-4 薔薇Ⅱ1F103 ｒｉｚｎ
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4075 袋井市高尾町9-25 カサブランカ

4076 袋井市高尾26-4 Café Lounge Bar Angel

4077 袋井市上山梨1593-2 ラヴェリテさのや

4078 袋井市浅岡447 （有）どんどこあさば

4079 袋井市山科2971-3 丸福餃子店

4080 袋井市上山梨988-5 （株）松鶴

4081 袋井市泉町2-2-12 海鮮 福笑

4082 袋井市葵町3-7-8 とんかつのせんば

4083 袋井市友永14-2 にしたな（株）

4084 磐田市池田７０６ ウィング

4085 磐田市豊田363 縁

4086 磐田市小立野9 喫茶&スナック　散歩路

4087 磐田市池田７０６ スナック酔花

4088 磐田市宮之一色343-1 2階 Check Point

4089 磐田市豊田西之島259 one too many mornings

4090 磐田市森岡１２７－２ ニュー水無月

4091 磐田市下本郷１７６－３ 花木鳥

4092 磐田市下本郷２６６‐１０９ ボネール

4093 磐田市小立野220 びぎや磐田店

4094 磐田市加茂３７５－１ 加茂の鯛焼

4095 磐田市上本郷１００６－７ わらじや

4096 磐田市上万能204-3 炭火焼肉　大成館

4097 磐田市豊田西之島254-1 らーめん　○屋

4098 磐田市高見丘１２００　１Ｆ タリーズコーヒー　

4099 磐田市富里９０ パルファン富里

4100 磐田市中田６６３－３ 英

4101 磐田市加茂３９５ ケアハウスゆやの里　喫茶ほのか

4102 磐田市高見丘１２００　１Ｆ フロ　プレステージュ

4103 磐田市高見丘１２００　２Ｆ 創作オムライス・洋食ポムの樹

4104 磐田市東原１２３－５ ローソンプラス磐田東原店

4105 磐田市富丘６７８－１ ベネフィット農林大学校

4106 磐田市豊田西之島２９１－２ 御食事処ふくり

4107 磐田市森下６４１－１ うたかた

4108 磐田市高見丘１８５－１ 東名遠州豊田下りハイウェイショップ

4109 磐田市高見丘字垂下７９１－１ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　遠州豊田PA上り店

4110 磐田市塩新田５３ お食事処やまに

4111 磐田市豊浜１０６８－５ おせん屋

4112 磐田市福田中島２６９－３ 寿し豊

4113 磐田市豊浜５８３－１ 幸の字

4114 磐田市福田中島２６８ スナックこけし

4115 磐田市一色３８ メロンの松香園

4116 周智郡森町天宮１１１２－７ 志ん津
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4117 周智郡森町森字北見１２０４－２ 泰平

4118 周智郡森町森４０１ 古澤屋

4119 周智郡森町森７４６－５ おやつ屋micoppe

4120 周智郡森町一宮３８２２ ㈲太田茶店

4121 周智郡森町飯田３１８５－８ 海鮮亭　いっき

4122 周智郡森町飯田３３０２－１ 時代屋

4123 周智郡森町天宮７３１ 翠清

4124 周智郡森町草ケ谷１１３－６ 久松

4125 周智郡森町問詰１１１５－１ 森のよんな市

4126 磐田市下神増１１４８ はしもと

4127 湖西市新居町中之郷１６７７－１ スナック杏里

4128 湖西市新居町新居３３９０－７ はませい

4129 磐田市新貝１５４１－１ からん

4130 磐田市浜部１５５ 有限会社ゼンシン

4131 磐田市小島８７６－２ 港屋

4132 磐田市見付３５９９－１ 見付どっさり市

4133 磐田市上大之郷９０－１０２ おむすびすなぴー

4134 磐田市前野２７６５－２ 磐田南部どっさり市

4135 磐田市見付２５８３－１ みつけ屋

4136 磐田市富士見台１８－１ 株式会社家田

4137 磐田市新貝１３４６－６ 手打そば　いし野

4138 磐田市見付３０３２－２ あづまや

4139 磐田市中泉３０３０－５ 麻雀荘チャオ

4140 磐田市国府台９７－１ 生活協同組合ユーコープ国府台店

4141 磐田市中泉４－６－１ 丸屋

4142 磐田市中泉６０４－１ 本多屋

4143 磐田市中泉１－６－１３ ＺＵＣＣＡ

4144 磐田市中泉３７５リベーラ磐田１Ｆ はなの舞磐田北口店

4145 磐田市豊島３１３－２ レブール

4146 磐田市中泉３７２０－１ 凛や

4147 磐田市二之宮２７３－１ café　ａzure

4148 磐田市中泉９７１－１３ リムジン

4149 磐田市中泉１７１１ イズモホール中泉

4150 磐田市中泉５９６－８ 鳥新

4151 磐田市大久保８９６－４８ いいとこまんぢゅう

4152 磐田市中泉５９７－１ スナックＡＫＩ

4153 磐田市中泉６０４－６ シャンプー

4154 磐田市国府台５７－７ 喫茶ペンギン

4155 磐田市見付５７８９－４ ラーメン太郎

4156 磐田市見付１５２６－１ 猫

4157 磐田市見付４０３ かつさと見付店

4158 磐田市新貝２１２３－１ 千



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4159 磐田市城之崎４－９－２ (有)沖之寿司

4160 磐田市見付１２０８ フィラメント

4161 磐田市岩井１９０７－８９４ ホテルピミ　磐田店

4162 磐田市富士見台２４－３ 感激どんどん磐田店

4163 磐田市上大之郷３６０－４ たんぽぽ

4164 磐田市上大之郷３６０－３ ブルーアイ

4165 袋井市堀越1591-18 パン工房 さと

4166 袋井市新屋2-3-25 L.A.U.N.D.R.Y

4167 袋井市栄町12-4 新城

4168 袋井市高尾町13-5-205 凛

4169 袋井市田町2-2-21 いちなり

4170 袋井市豊沢2761 坂本屋

4171 袋井市高尾町25-6 カシワバラ・バー

4172 袋井市上山梨1022 JA遠中セレモニア山梨

4173 袋井市高尾2115-1 JA遠中セレモニア袋井

4174 袋井市新池3151 ちゃんこ富士司

4175 袋井市国本1200-1 オレンジカフェ ありがとう

4176 袋井市堀越3-16-7 凜や 袋井店

4177 袋井市高尾町2-1 ふるさと銘菓いとう

4178 袋井市豊沢2610-1 法多山名物だんご企業組合 製造工場

4179 袋井市豊沢2777 法多山名物だんご企業組合

4180 袋井市高尾町24-9 山梨屋寿司店

4181 袋井市堀越343-1 袋井グランドボウル

4182 袋井市高尾町15-10 咲夜

4183 袋井市豊沢2766-2 よし春

4184 袋井市山名町3-3 とれたて食楽部（㈱プランエコ）

4185 袋井市土橋3-1 セブンイレブン袋井土橋店

4186 袋井市三門町2-22 ひさの

4187 袋井市上山梨2-14-7 新鮮市 月見の里ひろば

4188 袋井市高尾907-1（掛の上13-2） みなみ市場

4189 袋井市上山梨4-1-5 cafe cocochi

4190 袋井市高尾808-5 おおた

4191 袋井市豊沢1837-4 こっとん工房

4192 袋井市久能2497-12 学び舎 あいまいもこ

4193 袋井市新屋2-3-30 （有）老虎飯店

4194 袋井市川井416 ヤマジ

4195 袋井市堀越3-18-7 韓国焼肉 ぶんぶん

4196 袋井市豊沢2777 一乗庵ランチ

4197 袋井市旭町2-9-1 エステート101号 小料理　輝

4198 袋井市袋井38 Mame-Hana

4199 袋井市国本2463-6 café AINOMIYA 国本店

4200 袋井市上山梨94-1 焼鳥 でん



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4201 袋井市田町1-1-1 子香

4202 袋井市堀越2-21-21 焼肉 紅蘭

4203 袋井市豊沢2760 ことぶき茶屋

4204 袋井市川井1311-6 ｶﾌｪ ﾜｲﾝ ｱﾝﾄ ﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ｶｽﾃｨﾉ

4205 袋井市田町2-9-10 李桃閣

4206 袋井市新屋4-6-1 ペットスペース MILK

4207 袋井市山崎3563-3 やまざき Dog Village

4208 袋井市月見町10-2 くじら

4209 袋井市川井字西町54-3 ギャラリー喫茶 いこい

4210 袋井市見取1789-5 陣屋

4211 袋井市愛野南2-3-8 スーパーラック愛野店

4212 袋井市高尾町9-16 鳥米ビル2F POP FOOD

4213 袋井市上山梨883-5 食事処 一品料理 ともえ

4214 袋井市堀越5-10-13 たこ満 袋井本店

4215 袋井市新池524-1 銀座スエヒロカフェテリアサービス（株）

4216 袋井市川井56-1 かつさと 袋井店

4217 袋井市天神町1-5-15 どんどん 天神町店

4218 袋井市旭町2-8-1 食酒房 ながしま

4219 袋井市村松1003-1 ホテル ぴみ

4220 袋井市久能1061-1 ステーキハウスあんとれ

4221 袋井市田町2-3-5 麺屋　一

4222 袋井市山名町3-8 Honey！ハニー！！とれたて食楽部店

4223 袋井市国本2930-1 SABA RESTAURANT

4224 袋井市豊沢2777 尊永寺 ごりやくカフェ

4225 袋井市川井963-1 Good Day Cafe

4226 袋井市川井71-2 焼肉ホルモン 火の国

4227 磐田市小立野３４３－１ ㈱桝形

4228 磐田市森下６９ 居酒屋　まさ味

4229 磐田市森下６９ スナックサラン

4230 磐田市森下87-3 酒場　小八

4231 磐田市立野２０３６－１ ムーミン

4232 磐田市立野４９６－１ ファミリーマート磐田立野店

4233 磐田市高見丘１２００　１Ｆ ロンフーダイニング

4234 磐田市豊岡6854-6 和風スナック　雅子

4235 磐田市白羽327-1 フルーツ桃屋

4236 磐田市豊岡5532 ㈲魚邦

4237 磐田市岡41-3 ㈲たこりき本店

4238 磐田市豊岡6788-1 居酒屋KEN

4239 磐田市掛塚939 初寿司

4240 磐田市西平松205 ゆきせ

4241 磐田市駒場2-25 うなぎ料理 中村屋

4242 磐田市駒場3-1 居酒屋 こまば学校



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4243 磐田市海老塚685-5 キッチンカフェどんぐり

4244 磐田市駒場6866-10 竜洋環境創造㈱

4245 磐田市白羽342-2 ㈱たこ満 竜洋本店

4246 磐田市福田中島３６５８－４ ボーラン

4247 磐田市福田６８９ 中国料理　大連

4248 袋井市諸井９２７－１ イズモホール浅羽

4249 袋井市浅羽１１６９－５５ 天友

4250 袋井市浅岡４４７ (有)どんどこあさば

4251 袋井市浅羽１７７０－１ どんどん浅羽店

4252 袋井市諸井１１３８－８ たこ満　浅羽本店

4253 袋井市浅羽１７７６－１ いろどり

4254 袋井市東同笠２４０ 七輪亭

4255 袋井市諸井１０３６－１ やすだや

4256 袋井市諸井２０２２－３ 袋井温泉　和の湯

4257 袋井市浅羽１７７６－１ サザエさん

4258 周智郡森町鍛冶島５３１ 吉川の里きくち

4259 磐田市下神増314-5 浜松ホトニクス豊岡製作所新５棟食堂

4260 磐田市上野部1649-1 和食処　なかや

4261 磐田市敷地1460-1 豊岡環境整備株式会社

4262 磐田市神増498-1 和食処　つるたけ

4263 磐田市万瀬493-2 天空の館

4264 磐田市大当所180-6 本手打うどんそば　さのき庵

4265 磐田市一貫地429 一般社団法人　花咲乃庄

4266 湖西市南台４－８－４ ロワール中原屋

4267 湖西市新居町新居１４９４ いさごや

4268 湖西市鷲津５３５５ 鳥居食堂

4269 湖西市白須賀８５３－２１ アカネ

4270 湖西市神座５３０－１ カピタン

4271 湖西市駅南３－６－１２ いちかわ珈琲

4272 湖西市ときわ３－５－１３ ときわcafé

4273 湖西市駅南１－３－１　 静岡やすま園

4274 湖西市入会地１４－１３ ムッシュタキの店

4275 湖西市新居町新居７４５－１ かきこやプラザ店

4276 湖西市鷲津１３０２－４ 中華料理　楓林閣

4277 湖西市新所原２－１０－１ 鮮菜酒房英

4278 湖西市鷲津２８５３ 辻の房

4279 湖西市梅田６５６－１ 湖彩

4280 湖西市新所原２－６－２７ 鮮太

4281 湖西市鷲津５２５７ すしまつ

4282 湖西市古見７８１－５ 美弥杉

4283 湖西市利木２２６－１ はまなこみんなのカフェ

4284 湖西市新所原東７９１－１ レストハウス　JINYA



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4285 湖西市横山字大久保３－１ Caffe'　Oliva

4286 湖西市鷲津７６０－２ 株式会社遠鉄ストア湖西店

4287 湖西市新居町新居１４９８ 株式会社かきこや・仲町店

4288 湖西市新所原３－２－２６ 居魚屋まるみ

4289 湖西市新居町新居３３５５ 丸浅

4290 湖西市新所原３－４－１ 駅のうなぎ屋やまよし

4291 湖西市新所４４１９－６ うな善

4292 湖西市大知波１２７２－１ 五條

4293 湖西市新所原２－８－１５ 炭家

4294 磐田市二之宮７０２－１ café  mog　mog

4295 磐田市今之浦２－９－８ ごにん囃子

4296 浜松市天竜区二俣町二俣1530-2 三松

4297 浜松市天竜区船明1422 有限会社英久

4298 浜松市天竜区二俣町鹿島159-1 天龍

4299 浜松市天竜区船明　175-1 船明荘

4300 浜松市天竜区山東1066-1 呑み処　心

4301 浜松市天竜区山東2799-1 フェリーチェ

4302 浜松市天竜区二俣町二俣199-1 遠州中央農業組合　天竜山の市

4303 浜松市天竜区山東4326 こみちカフェ

4304 浜松市天竜区二俣町鹿島1-10 （株）納涼亭

4305 浜松市天竜区二俣町鹿島247-23 龍天の盛慶

4306 浜松市天竜区山東2958-1 （有）きよみ

4307 天竜区水窪町奥領家3020-27 中村屋食堂

4308 天竜区水窪町奥領家3362-2 中村館

4309 浜松市天竜区春野町気田914 ふじや食堂

4310 浜松市天竜区春野町堀之内914-17 ㈱熊切製茶

4311 浜松市天竜区春野町堀之内1454-2 はるのいきいき天狗村

4312 浜松市天竜区春野町領家1136-1 まるなる

4313 浜松市天竜区春野町宮川1793-3 柳澤屋

4314 浜松市天竜区春野町堀之内993-54 新橋屋

4315 浜松市天竜区春野町気田873-3 ゆずカフェ

4316 浜松市天竜区春野町気田589-8 田村商店

4317 浜松市天竜区春野町気田922-2 スナックドレミ

4318 浜松市天竜区二俣町南鹿島26-1 （株）ホームラン軒

4319 浜松市天竜区熊2055 NPO法人夢未来くんま

4320 浜松市天竜区大川31-10 （株）花桃の里

4321 浜松市天竜区山東4284-3 （有）いっぷく処横川

4322 浜松市天竜区横川160 百古里庵

4323 浜松市天竜区二俣町二俣77-1 ファミリーマート

4324 浜松市天竜区二俣町二俣1557 HARU＠スシトヨ

4325 浜松市浜北区貴布祢445-2 有限会社勇志屋

4326 浜松市浜北区中瀬４９３番地の２ こばやし
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4327 浜松市浜北区小松1693-1 来来亭浜北店

4328 浜松市浜北区貴布祢1200 リンガーハットプレ葉ウォーク店

4329 浜松市浜北区貴布祢1200 丸亀製麺

4330 浜松市浜北区貴布祢1200 バイキングレストラン四川飯店

4331 浜松市浜北区貴布祢1200 回転寿司ＡＢＲＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　

4332 浜松市浜北区貴布祢1200 肉のマキヤ商店

4333 浜松市浜北区於呂3035-1 スナック利

4334 浜松市浜北区於呂3035-1 飲み喰い道楽すえひろ

4335 浜松市浜北区於呂84-2 酔　留

4336 浜松市浜北区於呂3047-3 お好み工房こがねや

4337 浜松市浜北区宮口3152 介護老人施設あらたま

4338 浜松市浜北区新原3501-1 めぐみ

4339 浜松市浜北区新原3831-2 ゆとり

4340 浜松市浜北区宮口宮口3530-2 ラ・ファミーユー

4341 浜松市浜北区宮口1362-2 寿々美屋

4342 浜松市浜北区貴布祢1200  ｃｈａｉ　ｃａｆｅ　前田園　プレ葉ウォーク浜北店

4343 浜松市浜北区貴布祢1200 からあげ縁プレ葉ウィーク浜北店

4344 浜松市浜北区貴布祢115-1 ハイボール酒場貴布祢

4345 浜松市浜北区平口2669-1 うな新

4346 浜松市浜北区高薗775-1  浜松市発達医療総合福祉センター喫茶わいわい

4347 浜松市浜北区四大地9-921 お食事処あらたま亭

4348 浜松市浜北区中瀬7490-5 レストランたちばな

4349 浜松市浜北区染地台1-11-13 月の和

4350 浜松市浜北区染地台1-44-17 ポルト・ボヌール

4351 浜松市浜北区染地台1-43-22 カロン

4352 浜松市浜北区中瀬8000 日清紡浜北精機工場食堂

4353 浜松市浜北区小松4687-1 いろはや

4354 浜松市浜北区中瀬696-1 かぐら寿司

4355 浜松市浜北区堀谷332 搾りたて　ソフト

4356 浜松市浜北区貴布祢1814-5 ときわ屋

4357 浜松市浜北区高薗381 ビラックス高薗㈱

4358 浜松市浜北区大平36 ドライバーズスポット天神屋ＮＥＯＰＡＳＡ浜松上り店

4359 浜松市浜北区大平36 石松　浜松ＳＡ

4360 浜松市浜北区大平36 Peco

4361 浜松市浜北区貴布祢532 丸保食堂

4362 浜松市浜北区染地台5-4 オープンカフェきじの杜

4363 浜松市浜北区中瀬2663-9 お食事の店ながせ

4364 浜松市浜北区上島1700-1 浜名ワークス内食堂　　　

4365 浜松市浜北区宮口162-1 仲　屋

4366 浜松市浜北区貴布祢535-16 炉ばた焼与一

4367 浜松市浜北区西美薗1085-10 ｽﾅｯｸまゆか

4368 浜松市浜北区西美薗1145-6 友かつ
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4369 浜松市浜北区貴布祢524-13 焼肉じゃん浜北店

4370 浜松市浜北区本沢合150-1 中華料理　澄栄

4371 浜松市浜北区貴布祢280-16 千夢

4372 浜松市浜北区横須賀929-1 居酒家グルメ　桜梅桃季　浜北店

4373 浜松市浜北区西美薗277-7 寄り合い亭　しば

4374 浜松市浜北区貴布祢115-1 炭火焼八剣伝浜北駅前店

4375 浜松市浜北区貴布祢272 らーめんの店　貴布祢

4376 浜松市浜北区小松4556-1 玉川寿司

4377 浜松市浜北区尾野302-1 辻亭

4378 浜松市浜北区新原3710 柳鮨

4379 浜松市浜北区貴布祢351-7  キャナリイロウ浜北店

4380 浜松市浜北区貴布祢1068-7 弘一

4381 浜松市浜北区西美薗158-3 パブスナック八番館

4382 浜松市浜北区横須賀702 よしだ

4383 浜松市浜北区本沢合1069 炭火焼八剣伝浜北店

4384 浜松市浜北区貴布祢257 養老の滝浜北店

4385 浜松市浜北区平口2861 コローレ　サンストリート浜北店

4386 浜松市浜北区平口2861 ｽｶﾞｷﾔｻﾝｽﾄﾘｰﾄ浜北店

4387 浜松市浜北区於呂875-1 デイセンターほのぼの於呂

4388 浜松市浜北区中瀬2691-7 ＫＳ　ＤＩＮＩＮＧ

4389 浜松市浜北区小松372-1 庄屋そう本店

4390 浜松市浜北区平口2664-1 ふる里総本家浜北店

4391 浜松市浜北区中瀬3659 スナックたかぎ

4392 浜松市浜北区貴布祢105-3 ＣＡＦＥ　ＴＯＭＳ

4393 浜松市浜北区寺島823 中安牧場

4394 浜松市浜北区善地468-2 鉄板家きりの

4395 浜松市浜北区染地台7-11 ｃｏｎｅｒｉ

4396 浜松市浜北区染地台7-11 ｃｏｎｅｒｉキッチン

4397 浜松市浜北区染地台7-11 Ｔｈｅ　Ｃｏｕｒｔｙａｒｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

4398 浜松市浜北区染地台7-11 五穀屋

4399 浜松市浜北区中瀬3646-6 ふじ食堂

4400 浜松市浜北区貴布祢458-1 浜北プラザホテル

4401 浜松市浜北区宮口1307 居酒屋たんぽぽ

4402 浜松市浜北区東美園782-2 焼鳥ドンキー美薗店

4403 浜松市浜北区東美園768-1 かやのき

4404 浜松市浜北区小松849 グレイス

4405 浜松市浜北区平口510-1 セブンイレブン浜北平口店

4406 浜松市浜北区豊保132-9 スナック愛

4407 浜松市浜北区貴布祢120 おひまち

4408 浜松市浜北区小松372-4 カラオケ喫茶 おんち

4409 浜松市浜北区貴布祢171-4 ぼんぼんげ

4410 浜松市浜北区本沢合337-1 大雅
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4411 浜松市浜北区西美薗72-15 キッチンスマイル創作料理の店

4412 浜松市浜北区貴布祢355-1 炭火と和酒　吟坐

4413 浜松市浜北区平口452-1 ｌｏｃｏ　Ｂｅａｃｈ

4414 浜松市浜北区染地台4-21-3 アトリエ　プール　ヴー

4415 浜松市浜北区善地389 丼厨房シェ・くぼた

4416 浜松市浜北区善地467 焼肉　彩苑

4417 浜松市浜北区平口2861サンストリート浜北 中華そば　楽描

4418 浜松市浜北区根堅1868-6 キッチン花房

4419 浜松市浜北区中瀬63 マルブン支那そばや日歩未

4420 浜松市浜北区西美薗2490 ラ・セゾン雪月花

4421 浜松市浜北区本沢合175-1 かっぱ寿し浜北店

4422 浜松市浜北区西美薗2544 マクドナルド浜北南中瀬店

4423 浜松市浜北区西美薗2566 あおり系らーめん まる十八

4424 浜松市浜北区本沢合165-1 ＬＵＭＢＩＮＩ　ＣＡＦＥ

4425 浜松市浜北区本沢合176-1 芋頃

4426 浜松市浜北区本沢合150-1 パブらんまる

4427 浜松市浜北区豊保4740-1 今一

4428 浜松市浜北区高畑32-2 一玄

4429 浜松市浜北区貴布祢1781-1 イズモホール貴布祢

4430 浜松市浜北区貴布祢172-7 岩寿し

4431 浜松市浜北区小松181-3 セブン‐イレブン浜北小松北店

4432 浜松市浜北区貴布祢115-1 スナック潤

4433 浜松市浜北区小林1272-2 よこちゃん

4434 浜松市浜北区宮口920 虎虎

4435 浜松市浜北区平口252-1 石松餃子本店

4436 浜松市浜北区小松3220 一石家IKKOKUYA

4437 浜松市浜北区平口5051-1 万葉亭

4438 浜松市浜北区西美薗28-6 一杯一笑　梵

4439 浜松市浜北区於呂1480-4 おえかき

4440 浜松市浜北区新原3069-2 弥の吉

4441 浜松市浜北区平口2927-1 和食さと浜北店

4442 浜松市浜北区尾野2275-1 有限会社 ふる里信州

4443 浜松市浜北区本沢合776 うおとき

4444 浜松市浜北区新原42206 割烹　なんてん

4445 浜松市浜北区内野1501 ひだまりＣａｆｅえむ

4446 浜松市浜北区平口222-1 さぬきうどん野の香

4447 浜松市浜北区貴布祢1200 いさんのキッチン

4448 浜松市南区恩地町１７９番地の１ とんかつ　ゆなみ亭

4449 浜松市南区恩地町２６３番地 ここ倶楽部

4450 浜松市南区下江町２４８番地 セブン－イレブン浜松下江町店

4451 浜松市南区下江町４５４番地 鰻昇亭

4452 浜松市南区下江町５６１番地 久八
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4453 浜松市南区下江町５７１番地の３ 御食事処　辰巳屋

4454 浜松市南区安松町１０番地の２ さふらん

4455 浜松市南区安松町２０番地の１０ 千扇

4456 浜松市南区安松町３５番地の１９ はあふ　たいむ

4457 浜松市南区安松町１８８３番地の３ 銀鱗

4458 浜松市南区金折町９２５番地 すばる

4459 浜松市南区御給町２０番地 なごみの蔵

4460 浜松市南区御給町１３５番地の２ 竹美屋

4461 浜松市南区参野町４６番地 生活協同組合ユーコープ　さんじの店

4462 浜松市南区参野町１６９番地の１ 三浜屋支店

4463 浜松市南区参野町１６９番地の１ よつば

4464 浜松市南区参野町１８４番地の１ ファミリーマート浜松参野町店

4465 浜松市南区石原町３１９番地 モンターニュ

4466 浜松市南区石原町３２６番地 中華厨房　大王

4467 浜松市南区石原町５７２番地 カフェテラス　ねんりん

4468 浜松市南区石原町６５７番地 ママグリル

4469 浜松市南区石原町７６１番地 このみちゃん

4470 浜松市南区大柳町７０番地の３ らーめん　土蔵 　笑門

4471 浜松市南区大柳町５０８番地の１ コーヒーショップ　ニューヨークシテー

4472 浜松市南区西伝寺町４０１番地の２ スナック　アゼリア

4473 浜松市南区都盛町２３５番地 イズモ葬祭イズモホール　浜松南

4474 浜松市南区頭陀寺町１７５番地の１ くじら亭

4475 浜松市南区頭陀寺町２７４番地の３ 幸楽苑　浜松駅南店

4476 浜松市南区頭陀寺町３１２番地の１０ 乃り一

4477 浜松市南区頭陀寺町３２１番地の１２ スナック　花みずき

4478 浜松市南区頭陀寺町３２３番地の１７ カフェ　すぎうら

4479 浜松市南区頭陀寺町３２９番地の９ うなぎ徳　浜松店

4480 浜松市南区頭陀寺町３３０番地の１８ 親父

4481 浜松市南区頭陀寺町３３８番地の４ スナック　やど

4482 浜松市南区頭陀寺町３５０番地の１９ すきや橋次郎

4483 浜松市南区芳川町２１２番地 呑処　楽宴

4484 浜松市南区芳川町２１２番地 慶

4485 浜松市南区芳川町３０５番地 居酒屋　胡桃

4486 浜松市南区芳川町３２０番地 就労継続支援Ａ型事業所　雑貨カフェ　いもねこ

4487 浜松市南区芳川町５３０番地の２ ちゃんこ蔵前

4488 浜松市南区芳川町５４８番地の１ 東京屋支店

4489 浜松市南区芳川町５８８番地 萬盛庵支店

4490 浜松市南区芳川町８０６番地の１ 香住

4491 浜松市南区本郷町４２０番地 ｈｏｌｏｈｏｌｏ　ｃａｆｅ

4492 浜松市南区本郷町４５０番地 ファミリーマート　浜松西本郷店

4493 浜松市南区本郷町１３０９番地の１２ 大輔

4494 浜松市南区本郷町１３１２番地の３ きそば三賀
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4495 浜松市南区本郷町１３２８番地の２３ 壽し処　七海

4496 浜松市南区本郷町１３２９番地の２ 中華三昧台北

4497 浜松市南区本郷町１３４１番地の１３ チョビン

4498 浜松市南区本郷町１３４７番地の６ ファミリーマート　浜松東本郷店

4499 浜松市南区本郷町１３６８番地の１ マリエ

4500 浜松市南区本郷町３１１２番地の２ まめ　カフェ

4501 浜松市南区立野町６５番地 寄り道　八っちゃん

4502 浜松市南区立野町９７番地の１ マックスバリュ浜松立野店

4503 浜松市南区立野町３０８番地の２ 蛇の目寿し

4504 浜松市南区立野町５４３番地 遠鉄ストア立野店　ベーカリー他

4505 浜松市南区老間町２５０番地 勝美

4506 浜松市南区参野町６８番地の１ カフェ　萌樹

4507 浜松市南区御給町３０９番地 カラオケ　パパ

4508 浜松市南区三島町９９番地の１ 黄金のとんかつ　開春楼

4509 浜松市南区三島町１３６番地の２ いっちゃん

4510 浜松市南区三島町１４５番地の１ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋浜松三島店

4511 浜松市南区三島町３６６番地の１ ビギン

4512 浜松市南区三島町５０４番地の２ リバーサイド

4513 浜松市南区三島町５７１番地 お好焼やました

4514 浜松市南区三島町５７１番地 鯛焼　やました

4515 浜松市南区三島町５７４番地の１ 居酒屋　寅ちゃん

4516 浜松市南区三島町５８８番地 思いやり

4517 浜松市南区三島町１３６６番地の２ モスバーガー浜松三島町店

4518 浜松市南区三島町１４９３番地 三州庵

4519 浜松市南区三島町１５２２番地の１ モア

4520 浜松市南区三島町１５２２番地の１ スナック　あかい馬

4521 浜松市南区三島町１５２２番地の１ 八千草

4522 浜松市南区三島町１５２２番地の１ ふきのとう

4523 浜松市南区三島町１５４９番地の３ スナック　梅ちゃん

4524 浜松市南区三島町１８２０番地 和食　わたせ

4525 浜松市南区中田島町２１３番地 すし若

4526 浜松市南区中田島町５２９番地の１ マガジン

4527 浜松市南区中田島町１５０９番地 ジェームスディーン

4528 浜松市南区中田島町１５５３番地 居酒屋　小梅

4529 浜松市南区中田島町１５６３番地 スーパー大津屋

4530 浜松市南区中田島町１６２４番地 食堂　ひろし

4531 浜松市南区中田島町１６５２番地 スーパー大崎屋

4532 浜松市南区瓜内町３１２番地の２２ コーヒーショップマニュウ

4533 浜松市南区瓜内町７４７番地の１ 四季膳やなぎ

4534 浜松市南区瓜内町８３２番地 浜松飯店

4535 浜松市中区瓜内町１９４６番地の２ 網代寿し

4536 浜松市南区寺脇町２０９番地 とぴあ浜松農業協同組合　ファーマーズマーケット白脇店
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4537 浜松市南区寺脇町８７８番地 居酒屋　一二三

4538 浜松市南区白羽町６０７番地の１ 浅田屋

4539 浜松市南区白羽町７４８番地 有限会社　マルキチ　佐とう

4540 浜松市南区白羽町２４６０番地 三倉屋

4541 浜松市南区白羽町２７７１番地 おしどり支店

4542 浜松市南区楊子町１０６番地 渡辺

4543 浜松市南区楊子町２５２番地の２ ほっこり

4544 浜松市南区楊子町４４５番地の１ 揚子菜館

4545 浜松市南区楊子町５５２番地の２ お食事処　さや

4546 浜松市南区三島町５２０番地の２ 餃子の宮西

4547 浜松市南区三島町１３６番地の2 家楽

4548 浜松市南区三島町５２０番地の２ 山二商事株式会社

4549 浜松市南区三島町６４番地の２ ジョンシェ

4550 浜松市南区白羽町６１番地の1 ホワイトヒルズ

4551 浜松市南区白羽町２７６５番地 望月食品

4552 浜松市南区瓜内町６５８番地の１の２ ハカマタ食品

4553 浜松市南区寺脇町３４１番地 八方屋

4554 浜松市南区卸本町３６番地の１ レストラン　ボルドー

4555 浜松市南区小沢渡町１６１６番地 共生はうす　おざいしょ・みなみ

4556 浜松市南区新橋町１６０番地の１ ＲＥＶＡＭＰ　ｅｖｅｒ

4557 浜松市南区新橋町４０６番地 すずらん

4558 浜松市南区新橋町６６２番地の１ 遠鉄ストア　新橋店　寿司　他

4559 浜松市南区新橋町９９５番地 和食処新橋阿部

4560 浜松市南区新橋町１４７５番地の１ 居酒屋　やっちゃん

4561 浜松市南区新橋町１４９５番地 華楽

4562 浜松市南区新橋町１８４５番地の１ 有限会社　エルドール美崎屋

4563 浜松市南区田尻町１０１番地の３ ちょいと一杯　とし

4564 浜松市南区田尻町２１８番地の１ 藤屋田尻支店

4565 浜松市南区米津町５７９番地 笑カフェ　ぱぴぽん

4566 浜松市南区米津町９７０番地の１ 株式会社つかさ製菓　第二工場

4567 浜松市南区米津町１５９１番地の３ Ｙショップ米づ家

4568 浜松市南区米津町２３１５番地の１ ひめ

4569 浜松市南区法枝町６１９番地 ニュー八千代

4570 浜松市南区法枝町９１１番地の１ どさん子シーサイド

4571 浜松市南区倉松町３２８７番地の２ アン

4572 浜松市南区倉松町３４５５番地の１ ホテル　ロコモーション

4573 浜松市南区倉松町３９７０番地の１ トマトパラダイス

4574 浜松市南区倉松町３９７７番地 ホテル　チュチュ

4575 浜松市南区中田島町１０２３番地の1 どんぐり食堂

4576 浜松市南区倉松町３９１４番地の１ スタイリッシュリゾート

4577 浜松市東区市野町２７５９番地の2 食堂　和かい

4578 浜松市南区新貝町２３９番地の１ 青山水産㈱鮮魚売場 他
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4579 浜松市南区東町９５番地の５ イタリア食堂　オルトラーナ

4580 浜松市南区東町３８８番地 ラーメンハウス　寅ちゃん

4581 浜松市南区遠州浜一丁目３番１３号 満留賀支店

4582 浜松市南区遠州浜二丁目３３番４号 藤屋支店

4583 浜松市南区遠州浜二丁目３３番５号 狸穴

4584 浜松市南区松島町８１７番地の５ 明月

4585 浜松市西区篠原町２０１８１番地の２ 有限会社　うな天

4586 浜松市西区篠原町２０２０９番地 昔のうなぎ屋

4587 浜松市西区篠原町２１６４０番地の１ イズモホール篠原

4588 浜松市西区篠原町２２５２２番地 釣平丸

4589 浜松市西区坪井町４１８３番地 ポート２４浜松店内食堂

4590 浜松市西区坪井町４６０３番地 スローフード・グレック

4591 浜松市西区馬郡町５１１０番地 ＨＯＴＥＬ　Ｄｉｏｒ７

4592 浜松市中区砂山町６番地の１ COFFEE&BEER TRICO

4593 浜松市中区砂山町６番地の１ ドトールコーヒーショップ　浜松メイ・ワン店

4594 浜松市中区砂山町６番地の１ とろろや　メイワン店

4595 浜松市中区砂山町６番地の１ タリーズコーヒー　メイワンエキマチ店

4596 浜松市中区砂山町６番地の１ 株式会社　谷島屋　浜松本店

4597 浜松市中区砂山町６番地の１ 五味八珍　浜松駅ビルメイワン店

4598 浜松市中区砂山町６番地の１ うおかっちゃん

4599 浜松市中区砂山町６番地の１ デリフランス浜松店

4600 浜松市中区砂山町６番地の１ 石松ＪＲ浜松駅店

4601 浜松市中区砂山町６番地の１ スノーウィカフェ

4602 浜松市中区砂山町６番地の１ しゃぽーるーじゅ

4603 浜松市中区砂山町６番地の１ コリアンキッチンシジャン

4604 浜松市中区砂山町６番地の１ 実演手打うどん杵屋

4605 浜松市中区砂山町６番地の１ 和幸浜松店

4606 浜松市中区砂山町６番地の１ わいんや

4607 浜松市中区砂山町６番地の１ 八丁蔵

4608 浜松市中区砂山町６番地の１ ちゃっと

4609 浜松市中区砂山町６番地の１ 農家バル　つなぐ

4610 浜松市中区砂山町６番地の２ 沼津魚がし鮨　メイワン店

4611 浜松市中区砂山町６番地の２ 一風堂　ＪＲ浜松駅店

4612 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 遠鉄百貨店本館　Ｂ１催事厨房　他

4613 浜松市中区砂山町３２０番地の２ サンマルコ

4614 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 柿安ダイニング

4615 浜松市中区砂山町３２０番地の２ HIGHMEALDNER

4616 浜松市中区砂山町３２０番地の２ ドンク１

4617 浜松市中区砂山町３２０番地の２ キャピタルコーヒー

4618 浜松市中区砂山町３２０番地の２ ㈱遠鉄百貨店　うなぎの五島

4619 浜松市中区砂山町３２０番地の２ サン・フレッシュ浜松

4620 浜松市中区砂山町３２０番地の２ ＰＡＯ　ＰＡＯ　（バック厨房）
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4621 浜松市中区砂山町３２０番地の２ おこわ　米八

4622 浜松市中区砂山町３２０番地の２ たこ八　浜松店

4623 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 神戸コロッケ　いとはん

4624 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 鶏三和

4625 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 香豚煮本舗　まつおか

4626 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 星乃珈琲店　浜松遠鉄店

4627 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 知久屋　そうざい工房

4628 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 梅の花

4629 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 浪花古市庵　おむすび紀行

4630 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 中島水産

4631 浜松市中区砂山町３２０番地の２ ＰＲＯＮＴＯ浜松ＵＰ－ＯＮ店

4632 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 炭焼きレストランさわやか　浜松遠鉄店

4633 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 牛兵衛　草庵

4634 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 越後叶家

4635 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 鼎’ｓ　by　ＪＩＮ　ＤＩＮ　ＲＯＵ

4636 浜松市中区砂山町３２０番地の２ おぼんdeごはん　浜松遠鉄店

4637 浜松市中区砂山町３２０番地の２ うなぎ徳　浜松遠鉄店

4638 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 錦華

4639 浜松市中区砂山町３２０番地の２ サロン卵と私　浜松遠鉄店

4640 浜松市中区砂山町３２０番地の２ 洋麺屋五右衛門　浜松遠鉄店

4641 浜松市中区砂山町３２０番地の５ 一刻者

4642 浜松市中区砂山町３２２番地の４ おらが蕎麦

4643 浜松市中区砂山町３２２番地の４ 串とも

4644 浜松市中区砂山町３２２番地の４ 浜名湖うなぎ丸浜

4645 浜松市中区砂山町３２２番地の７ うなぎ藤田浜松駅前店

4646 浜松市中区砂山町３２２番地の７ ぜん

4647 浜松市中区砂山町３２２番地の７ ホテル　ソリッソ浜松

4648 浜松市中区砂山町３２２番地の７ セブン－イレブン浜松駅南店

4649 浜松市中区砂山町３２２番地の１２ 陣太鼓

4650 浜松市中区砂山町３２３番地の５ 有限会社　セルヴィツーアセソリア

4651 浜松市中区砂山町３２３番地の６ 花茶亭

4652 浜松市中区砂山町３２３番地の１０ プレアデス

4653 浜松市中区砂山町３２４番地の８ つぼ八浜松駅前店

4654 浜松市中区砂山町３２４番地の８ まぐろの海商　駅南店

4655 浜松市中区砂山町３２４番地の１８ えびすだいこく　α

4656 浜松市中区砂山町３２５番地の２８ 浜松ステーションホテル

4657 浜松市中区砂山町３２５番地の３０ ホテルサウスガーデン浜松　パインパイン

4658 浜松市中区砂山町３２５番地の４ 濱松たんと　浜松駅南口店

4659 浜松市中区砂山町３２５番地の７ 八百徳

4660 浜松市中区砂山町３２６番地の２ 三ツ星マート　浜松駅南店

4661 浜松市中区砂山町３２６番地の２ ファミリーマート浜松駅南口店

4662 浜松市中区砂山町３２６番地の４ 魚市寿し
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4663 浜松市中区砂山町３２６番地の４ Ｂ－ＢＡＲ

4664 浜松市中区砂山町３２６番地の９ 神戸ステーキ

4665 浜松市中区砂山町３２７番地の１１ くれたけイン浜松駅南口

4666 浜松市中区砂山町３２７番地の２ ＨＵＧ

4667 浜松市中区砂山町３２７番地の３ 食道園

4668 浜松市中区砂山町３３０番地の６－２ ホルモン　さかい

4669 浜松市中区砂山町３３３番地の１０ 手打ちそば　一

4670 浜松市中区砂山町３３３番地の１０ 大衆割烹　魚だい商店

4671 浜松市中区砂山町３３３番地の１８ Ｋａｒａｏｋｅカフェ☆スナック　リリアン

4672 浜松市中区砂山町３３３番地の８ 淑恵

4673 浜松市中区砂山町３３５番地の１４ ホテルセレクトイン浜松駅前

4674 浜松市中区砂山町３４０番地の１０ 和創酒楽　なかがわ

4675 浜松市中区砂山町３４１番地の１６ イルカ

4676 浜松市中区砂山町３４４番地の２ どっこいしょ

4677 浜松市中区砂山町３４５番地の１９ 丸大

4678 浜松市中区砂山町３４７番地の１３ 割烹　大和

4679 浜松市中区砂山町３５２番地の７ ととのぶ

4680 浜松市中区砂山町３５３番地の１ ぱっしらいん　（ホテルアセント１F）

4681 浜松市中区砂山町３５４番地の１ うな炭亭

4682 浜松市中区砂山町３５４番地の２ ガストロノミア冨屋

4683 浜松市中区砂山町３５５番地の２ ビジネスホテル辻梅本館

4684 浜松市中区砂山町３５５番地の１４ ロイヤルホスト　浜松駅南店

4685 浜松市中区砂山町３５６番地の２ 福もと

4686 浜松市中区砂山町３５６番地の５ むつぎく

4687 浜松市中区砂山町３５７番地の１ スペーシア

4688 浜松市中区砂山町３５７番地の２９ 濱松たんと浜松駅南口二号店

4689 浜松市中区砂山町３５８番地の１ ＳＵＰＥＲＭＯＯＮ

4690 浜松市中区砂山町３５９番地の１９ スナック　Ｒ’ｓ　アールズ

4691 浜松市中区砂山町３５９番地の２１ ちょっと一杯

4692 浜松市中区砂山町３６０番地の６ 有限会社　末広鮨

4693 浜松市中区砂山町３６０番地の７ 福三三

4694 浜松市中区砂山町３６１番地の５ 麺屋　和

4695 浜松市中区砂山町３６２番地の１ 入谷蒲鉾店

4696 浜松市中区砂山町３６２番地の２５ 浜松ホテル

4697 浜松市中区砂山町１０２４番地 東京屋

4698 浜松市中区砂山町１０７１番地 ヨコタマート

4699 浜松市中区砂山町１１１１番地 あだち珈琲店

4700 浜松市中区砂山町１１６８番地 ビオ・あつみ　エピスリー浜松

4701 浜松市中区砂山町１１７８番地 おこのみ　福ちゃん

4702 浜松市中区寺島町２５８番地 居酒屋　鳥ひろ

4703 浜松市中区寺島町１００１番地 ファミリーマート　浜松寺島店

4704 浜松市中区寺島町１１０５番地 フラット
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4705 浜松市中区寺島町１１４１番地 Ｙｕｋｉ　ｃａｆｅ

4706 浜松市中区北寺島町１２７番地の１６ 居酒屋　塚茶

4707 浜松市中区北寺島町２０１番地の８ あみ

4708 浜松市中区北寺島町２０３番地の１８ 大貫支店

4709 浜松市中区北寺島町２１０番地の１ スナック　ピース

4710 浜松市中区北寺島町２１０番地の１ スナック囃子

4711 浜松市中区北寺島町２１０番地の１ ｈａｕｎｔ

4712 浜松市中区北寺島町２１０番地の２ スナック　まりん

4713 浜松市中区北寺島町２１０番地の２ テッパン酒場　樹生

4714 浜松市中区北寺島町２１１番地の１７ お祭り満坊

4715 浜松市中区北寺島町２１１番地の１７ 深月

4716 浜松市中区龍禅寺町１１番地 サロン　あづみ野

4717 浜松市中区龍禅寺町２７６番地の２ スナックアンド喫茶　マローラ

4718 浜松市中区龍禅寺町３２３番地の２ セブン‐イレブン浜松龍禅寺町店

4719 浜松市中区龍禅寺町３５７番地の４１ 株式会社ル・シアージュ

4720 浜松市中区龍禅寺町３７９番地の１ バフェトリンダデ　ボンパストル

4721 浜松市中区龍禅寺町３８１番地の１ にしむら

4722 浜松市中区龍禅寺町４０９番地 みどりや

4723 浜松市中区龍禅寺町７４４番地の３ セブン－イレブン浜松龍禅寺南店

4724 浜松市中区龍禅寺町７７８番地 ピザタイム駅南店

4725 浜松市中区海老塚一丁目９番 翠泉

4726 浜松市中区海老塚一丁目１２番２号 魚義

4727 浜松市中区海老塚一丁目１２番８号 蒲兵

4728 浜松市南区高塚町４３８２番地 はっ葉

4729 浜松市南区高塚町４８１０番地の３ 和食処居酒屋　いなや

4730 浜松市南区若林町１５番地の１２ Ｃａｆｅ　Ｌａ　Ｐａｉｘ　Ｌｉｏｎ　　（ｶﾌｪ　ﾗ　ﾍﾟﾘｵﾝ）

4731 浜松市南区若林町１１５７番地の１ モスバーガー浜松若林店

4732 浜松市南区若林町１３０９番地の１ まんぷく亭　おおたか

4733 浜松市南区若林町２７２３番地 まんまカフェ　グース

4734 浜松市南区若林町２７３６番地の２ エルパソ

4735 浜松市南区若林町２８１９番地の３ 中華若林

4736 浜松市南区増楽町６５４番地の１ てんぐ

4737 浜松市南区東若林町１１番地の１ 御食事処　美まさ

4738 浜松市南区東若林町１５３番地 サガミ・可美店

4739 浜松市南区東若林町６４５番地 うなぎ大嶋

4740 浜松市東区積志町３６１番地の２ あきたや

4741 浜松市東区積志町４９７番地 夢楽喜

4742 浜松市東区積志町５３４番地の３ 馳走　花籠

4743 浜松市東区大瀬町２７番地の１２０ さのすし

4744 浜松市東区大瀬町２０４６番地 いちご農園　ＳＨＩＭＯＮＴＡ＆ジェラート工房

4745 浜松市東区半田山一丁目１８番２８号 レストラン・ラ・サリーブ

4746 浜松市東区半田山四丁目４１番１号 蘭天
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4747 浜松市東区半田町１３２８番地の１ 麺屋三郎

4748 浜松市東区有玉西町１０６９番地の２ カラオケスナック　よっち

4749 浜松市東区有玉北町７８９番地の１ 亀庵総本店

4750 浜松市東区有玉北町１１３８番地の２ うな紀

4751 浜松市東区有玉北町１２４１番地 生熊屋

4752 浜松市東区有玉北町１３００番地 淡竹屋

4753 浜松市東区有玉南町５４９番地の１ むつみや有玉店

4754 浜松市東区中郡町８３８番地の２ Ash

4755 浜松市東区上石田町５００番地 有限会社　凡太

4756 浜松市東区上石田町５８７番地 三蔵珈琲店

4757 浜松市東区上石田町２３５２番地の１ 喫茶　ぐおん

4758 浜松市東区原島町４５８番地の１ コケコッコ

4759 浜松市東区下石田町９８２番地の１ 有限会社　松葉

4760 浜松市東区下石田町１８０５番地の８ 竹仙

4761 浜松市東区市野町９８１番地の４ 横浜飯店

4762 浜松市東区市野町１３９１番地の４ ｃａｆｅ　１９

4763 浜松市東区市野町１６８８番地 市野　吉田屋

4764 浜松市東区小池町１１４番地 居酒屋　赤坂

4765 浜松市東区小池町１６３番地の２ 一品料理　むら松

4766 浜松市東区小池町６９３番地 麺屋　山彦

4767 浜松市東区小池町１３６４番地の１ 食来亭　なつ梅

4768 浜松市東区小池町１４３０番地の３ くりや

4769 浜松市東区小池町１８６０番地 寿し仙

4770 浜松市東区小池町２５１２番地の１ いなかつ

4771 浜松市東区小池町２５８１番地の４ いつものところ

4772 浜松市東区中田町１６番地 藤屋支店

4773 浜松市東区中田町４２番地の１ かつさと船越バイパス店

4774 浜松市東区天王町２４３番地 居酒屋　コステロ

4775 浜松市東区天王町６７６番地の２ 志水

4776 浜松市東区天王町１２１６番地の１ スナック　ニュークリーン

4777 浜松市東区天王町１２２２番地 のりぶん

4778 浜松市東区天王町１２４１番地の１ Ｒｅｄ　Ｅｙｅ

4779 浜松市東区天王町１５３６番地の２ 弥平

4780 浜松市東区天王町１８０８番地 さぱーるーむうり坊

4781 浜松市東区篠ケ瀬町２４８番地 クレール

4782 浜松市東区小池町２５５７番地の４ おばあちゃんの笑顔

4783 浜松市東区天王町１２８９番地の２　　　　　　　　シャトレー天王１F５号 雷電

4784 浜松市東区小池町１８４５番地の１ JAとぴあ やすらぎホール小池

4785 浜松市東区中野町１７番地の１ Ａｎｎｙ　Ｃｏｆｆｅｅ

4786 浜松市東区中野町１２２番地の６ かつさと中野町店

4787 浜松市東区中野町３１７番地の１ らーめん・ぎょうざ　豚猿

4788 浜松市東区中野町６７２番地 むっちゃん



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

4789 浜松市東区中野町７９３番地の２ いっしき

4790 浜松市東区中野町８５３番地 食処　楓

4791 浜松市東区中野町８６１番地の２ 中川屋

4792 浜松市東区中野町１０３０番地の１ 餃子の店　かめ

4793 浜松市東区中里町２１３番地 せせらぎ料理店

4794 浜松市東区白鳥町１０８２番地の３ 食堂むらまつ

4795 浜松市東区丸塚町１４１番地の２ 松鮨

4796 浜松市東区宮竹町１４６番地 やま

4797 浜松市東区宮竹町２０４番地の１ 有限会社　鶴亀鰻寮

4798 浜松市東区宮竹町６６１番地の１ ㈱イエローガーデン

4799 浜松市東区将監町７番地の１５ Ｇｏｕｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ

4800 浜松市東区将監町１４番地の１０ 四川飯荘　尾林

4801 浜松市東区将監町１４番地の１９ キッチン秀

4802 浜松市東区将監町３６番地の２ 鮨大受

4803 浜松市東区将監町３６番地の２０ ふぉるてミュージック

4804 浜松市東区将監町４７番地の８ ちょっとはいる

4805 浜松市東区上新屋町２００番地の１５ 遊モア

4806 浜松市東区上新屋町２０４番地の１１ お食事処　ちんちら

4807 浜松市東区上新屋町２０４番地の１１ ピリカ　ｄｕ　Ｃａｆｅ

4808 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ チャムーチャム

4809 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ 喫茶・スナックとんでもない

4810 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ 中華そば　浪花

4811 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ ○

4812 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ うたげ

4813 浜松市東区上新屋町２２６番地の１ 人情酒場

4814 浜松市東区上新屋町２２６番地の１２ Ｎａｇｏｍｉ　園

4815 浜松市東区上新屋町２２８番地の８ 八方

4816 浜松市東区上新屋町２２９番地の１８ 興旺飯店

4817 浜松市東区上新屋町２３１番地の５ とんひろ

4818 浜松市東区上新屋町２３７番地の１２ のみやさん　うさぎ

4819 浜松市東区上新屋町２４３番地の６ ひろや鮨

4820 浜松市東区上新屋町２４６番地の１０ おぐら

4821 浜松市東区上西町１番地の８ 小料理やまざき

4822 浜松市東区上西町６番地の１ シンフォニー

4823 浜松市東区上西町２７番地の８ 小料理　真理子

4824 浜松市東区上西町３３番地の１ 喫茶上西　コンパル

4825 浜松市東区上西町３３番地の２０ スナック　雅

4826 浜松市東区上西町４１番地の２６ なかむら

4827 浜松市東区上西町４５番地の３ 居酒屋　こんちゃん

4828 浜松市東区上西町５４番地の３ スナック　花美

4829 浜松市東区上西町５５番地の９ ぎょうざ　大将

4830 浜松市東区上西町５６番地の１ キッチン　平松
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4831 浜松市東区上西町６８番地の１８ 中国料理　伊部

4832 浜松市東区上西町１３１９番地 うな光

4833 浜松市東区上西町１３３２番地の１ カフェ　アポロン

4834 浜松市東区西塚町９４番地の１ 亀庵総本店　西塚店

4835 浜松市東区西塚町２００番地 ｂｉｓｃｏｔ　ｃａｆｅ　ＣＯＳＴＡ－ＲＩＣＡ

4836 浜松市東区西塚町２００番地 プラザ浜松　四川飯店

4837 浜松市東区西塚町３０６番地の７ カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　浜松西塚店

4838 浜松市東区西塚町３０７番地の３ モランボン

4839 浜松市東区西塚町３２４番地の１ 川ます

4840 浜松市東区西塚町３２４番地の１ くつろぎ酒場　風和里

4841 浜松市東区西塚町３２４番地の１０ なぎさ鮨

4842 浜松市東区西塚町３２６番地の１ 有限会社　鳥源

4843 浜松市東区大蒲町７４番地の１ ピザタイム　子安店

4844 浜松市東区大蒲町８３番地の１８ 甘藍屋

4845 浜松市東区大蒲町８５番地の９ ファミリーマート大蒲町店

4846 浜松市東区大蒲町１００番地の４ Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ

4847 浜松市東区安間町４１０番地の１ 一休

4848 浜松市東区安間町４９４番地の１ いちむら

4849 浜松市東区安間町６５０番地 四季の味しんや

4850 浜松市東区安間町７８７番地 キッチン　バジル

4851 浜松市東区篠ケ瀬町５２番地の４ お好み焼乃ぶ子

4852 浜松市東区篠ケ瀬町１１７番地の２ うな竹

4853 浜松市東区篠ケ瀬町１４１番地の１ ささがせ

4854 浜松市東区篠ケ瀬町５４３番地 文化屋

4855 浜松市東区篠ケ瀬町５７７番地 餃子の店かず

4856 浜松市東区篠ケ瀬町９１９番地の１ セブン－イレブン浜松篠ヶ瀬南店

4857 浜松市東区篠ケ瀬町１０３８番地 洋食屋　みさくぼ

4858 浜松市東区篠ケ瀬町１０４０番地 ＧＡＲＬＡＮＤ

4859 浜松市東区篠ケ瀬町１０８８番地の１ 畦道

4860 浜松市東区篠ケ瀬町１２８６番地の３ えびす

4861 浜松市東区篠ケ瀬町１２８６番地の３ Ｏｃｅａｎ　Ｆｌａｖｏｒ　鯛一

4862 浜松市東区篠ケ瀬町１２８９番地 はまそう会館篠ケ瀬

4863 浜松市東区篠ケ瀬町１３４０番地の１ とし峰

4864 浜松市東区天龍川町９４番地 ファミリーマート浜松天龍川町店

4865 浜松市東区天龍川町１６２番地の１ 居食処　美園

4866 浜松市東区北島町１２１番地の１ 太一

4867 浜松市東区北島町１８１番地の２ ＷＩＮＫ

4868 浜松市東区北島町６５５番地 のみくい亭　びんご

4869 浜松市東区北島町６８０番地の２ 萬盛庵支店

4870 浜松市東区北島町７６７番地 けやき北島店

4871 浜松市東区薬師町１８番地の１ デイサービスやくし

4872 浜松市東区薬師町３６１番地の１ 喫茶＆スナック　あすなろ
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4873 浜松市東区龍光町４１２番地の８ 杉

4874 浜松市東区龍光町５３９番地の１ 食堂ａｎｄスナック　ナカハラ

4875 浜松市東区和田町１５３番地の１ 手打そば　築

4876 浜松市東区和田町１７４番地の１ 吟家

4877 浜松市東区和田町４２７番地 セブンイレブン　浜松アリーナ前店

4878 浜松市東区和田町４８８番地の１ どんどん和田店

4879 浜松市東区和田町５６８番地の１ ＢＥＥ・ＨＯＵＳＥ

4880 浜松市東区和田町７００番地 株式会社はまちゅう　綜合自動車学校店

4881 浜松市東区和田町７７２番地の２ ふりいだむ

4882 浜松市東区和田町８０８番地の１ 浜松アリーナ

4883 浜松市東区和田町９０８番地の１ 陣屋

4884 浜松市東区和田町９１０番地の１ 荻窪ラーメン十八番

4885 浜松市東区青屋町４８ 繁竹

4886 浜松市東区薬師町４７８番地 もふもふ

4887 浜松市東区篠ケ瀬町５７２番地の３ 魚ひろセンター

4888 浜松市日Fが敷く北島町２１６番地の１ ウヴリール

4889 浜松市篠ケ瀬町２１５番地 ムラコ

4890 浜松市東区和田町７２８番地の１ 日昌トレーディング

4891 浜松市東区篠ケ瀬町９２７番地の２ 三才

4892 浜松市東区龍光町５３９番地の１ 餃子のたかこ

4893 浜松市東区篠ケ瀬町４６３番地の３３４０ セブンイレブン　浜松自動車街店

4894 浜松市中区高町１１０番地 松乃寿司

4895 浜松市中区鹿谷町２７番３９号 亀山屋

4896 浜松市中区鹿谷町３４番２９号 福々　居酒屋

4897 浜松市中区鹿谷町３５番１６号 やき兵衛

4898 浜松市中区鹿谷町３８番３５号 梅香苑

4899 浜松市中区布橋一丁目２番６号 しず香

4900 浜松市中区布橋二丁目４番１号 Ｂｉｓｔｒｏ　ＴＡ－ＢＯＵ

4901 浜松市中区布橋二丁目１０番３号 ぬのはし

4902 浜松市中区布橋二丁目１６番２７号 布橋　みやひろ

4903 浜松市中区布橋三丁目２番３号 浜松学院大学レストラン

4904 浜松市中区布橋三丁目７番８号 おかだや

4905 浜松市中区文丘町２番８号 焼肉ひふみ

4906 浜松市中区文丘町４番１１号 ㈱キッチンセンター掛川屋　浜松商業食堂

4907 浜松市中区和地山一丁目２番５号 なか乃

4908 浜松市中区和地山一丁目７番１８号 八剣伝　和地山店

4909 浜松市中区和地山一丁目７番１８号 ピッツァなお

4910 浜松市中区和地山二丁目１番１４号 林屋

4911 浜松市中区和地山二丁目８番１８号 カラオケ喫茶　シルビア

4912 浜松市中区和地山二丁目１８番２０号 ウィング

4913 浜松市中区和地山二丁目３５番１７号 寿司処　大山屋

4914 浜松市中区和地山三丁目４番３号 酒楽部屋にこまん馬
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4915 浜松市中区蜆塚二丁目１３番２号 しゅん助寿司支店

4916 浜松市中区蜆塚二丁目１６番５号 Ｌ’ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｅｍｐｏ

4917 浜松市中区蜆塚四丁目８番８号 食彩和楽　かとう

4918 浜松市中区城北三丁目２番１２号 ごはん屋　いいらぁ

4919 浜松市中区高町１１５番地の３ セブン―イレブン浜松高町店

4920 浜松市西区志都呂一丁目２４番６号 ㈱ふる里

4921 浜松市西区志都呂二丁目２０番１６号 万松

4922 浜松市西区入野町６１１番地の１ とんかつ八兵衛

4923 浜松市西区入野町７３１番地 かねりん鰻店

4924 浜松市西区入野町７３２番地の１ どんどん西伊場店

4925 浜松市西区入野町７４０番地の１ ランプリール

4926 浜松市西区入野町９４６番地の１ スナック　いろは

4927 浜松市西区入野町９４８番地の１ みずしま

4928 浜松市西区入野町１９００番地の３７ メゾン　ナカミチ

4929 浜松市西区入野町６０２０番地 串屋恵比寿亭

4930 浜松市西区入野町６０２０番地 スナック　あもう（天翔）

4931 浜松市西区入野町１６２８８番地 石臼挽き手打ちそば　入野蕎里

4932 浜松市中区佐鳴台一丁目１５番２８号 ヒコウビラン

4933 浜松市中区佐鳴台二丁目１０番２１号 とろろや

4934 浜松市中区佐鳴台二丁目１１番１６号 アルカディア

4935 浜松市中区佐鳴台二丁目２１番２６号 レストラン　エピファニー

4936 浜松市中区佐鳴台二丁目３０番１７号 有限会社　パピオット

4937 浜松市中区佐鳴台三丁目２６番２６号 四季

4938 浜松市中区佐鳴台三丁目３４番１２号 道頓堀

4939 浜松市中区佐鳴台三丁目３５番４号 木の実

4940 浜松市中区佐鳴台三丁目４４番１号 肉のくわばら

4941 浜松市中区佐鳴台三丁目５７番１７号 クロネコトイタリアン

4942 浜松市中区佐鳴台四丁目３番１号 ㈱魚照

4943 浜松市中区佐鳴台四丁目９番１３号 Ｆａｒｉｎａ

4944 浜松市中区佐鳴台四丁目９番１３号 京丸

4945 浜松市中区佐鳴台四丁目９番７号 Ｄａ　Ｋｕｍａ

4946 浜松市中区佐鳴台四丁目２２番５号 美茂樹

4947 浜松市中区佐鳴台四丁目２２番５号 達の子

4948 浜松市中区佐鳴台四丁目３７番３８号 伊勢路　佐鳴台店

4949 浜松市中区佐鳴台五丁目５番５号 き志

4950 浜松市中区佐鳴台五丁目２７番７号 カフェ　ナカノ

4951 浜松市中区佐鳴台六丁目６番１０号 麺屋　はやたろう

4952 浜松市中区佐鳴台六丁目７番１７号 宇城

4953 浜松市中区佐鳴台六丁目８番３０号 ㈱鳥善

4954 浜松市中区佐鳴台六丁目９番９号 うなぎの又一

4955 浜松市中区佐鳴台六丁目１０番２０号 肉料理と大地の恵み　ひなた

4956 浜松市西区入野町６０２４番地 M. café
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4957 浜松市西区神ケ谷町４５４０番地 神ケ谷茶家　かねごん　（茶処 ｶﾈｺﾞﾝ）

4958 浜松市西区西山町無番地 スカイラウンジ　ＦｕＪｉ

4959 浜松市西区西山町１０番地の１５ 居酒屋　健ちゃん

4960 浜松市西区西山町１０７番地の６ たかみ

4961 浜松市西区西山町１３１番地の４ 和招

4962 浜松市西区西山町１４３番地の４ 味通

4963 浜松市西区西山町２２４９番地の１ 麺屋みちの

4964 浜松市西区西山町２２９８番地の３ お好み焼　田吾松

4965 浜松市西区大久保町７４８番地の５１ うなぎパイ本舗　カフェサロン

4966 浜松市西区大平台一丁目２３番３３号 たけがみ

4967 浜松市西区大平台一丁目３６番３号 モンタンヴェール

4968 浜松市西区大平台二丁目１６番１０号 パンカフェ・珈琲香爐

4969 浜松市西区大平台二丁目４８番３０号 ＥＳＱＵＥＲＩＴＡ　６８

4970 浜松市西区大平台三丁目１１番１４号 ラ・ヴェリテ

4971 浜松市西区大平台四丁目１４番５号 レストラン　ソワニエ

4972 浜松市西区神ヶ谷町９０００番地の４ （有）うおたか

4973 浜松市西区大平台三丁目29番26号 鮓樹

4974 浜松市西区大久保町１１７３番地 CoCoChi

4975 浜松市西区神ヶ谷町8865番地の１ ピザガーリック

4976 浜松市西区大平台三丁目1番1号 治一郎大平台本店

4977 浜松市西区舘山寺町１８９１番地 レイク　ＴＯ

4978 浜松市西区舘山寺町２０３３番地の１ のしろ

4979 浜松市西区舘山寺町２２２１番地の１ 丸新きせんば　浜乃木

4980 浜松市西区舘山寺町２２２２番地 喜福

4981 浜松市西区舘山寺町２２２９番地 舘山寺園

4982 浜松市西区舘山寺町２２５２番地の１ うなぎ専門の店　志ぶき

4983 浜松市西区舘山寺町２２７２番地 居酒屋　小松

4984 浜松市西区舘山寺町２２８２番地 浜寿し

4985 浜松市西区舘山寺町２２９２番地の１ おしどり

4986 浜松市西区舘山寺町２３０３番地の３ 手打ちうどん　権太

4987 浜松市西区舘山寺町２３０３番地の４ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｔｏｎｉｇｈｔ

4988 浜松市西区舘山寺町２３９８番地の２ まつや

4989 浜松市西区舘山寺町２４８２番地の２ 弥平次

4990 浜松市西区舘山寺町３２８６番地の３ 観光茶屋　いじゃまいか

4991 浜松市西区舘山寺町３３０２番地 舘山寺サゴーロイヤルホテル

4992 浜松市西区舘山寺町３３０５番地の７ ラーメン　ワコー

4993 浜松市西区呉松町３２９８番地の１３４ 桂

4994 浜松市西区庄内町４２３番地の２ 大むら屋

4995 浜松市西区深萩町３０４番地の２２５ コーヒー　「ブラックバード」

4996 浜松市西区村櫛町３３４７番地 おちゃのま

4997 浜松市西区村櫛町３３９０番地の１ とらや

4998 浜松市西区村櫛町３４８３番地 かねこ屋
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4999 浜松市西区村櫛町３８３２番地の２ 旬彩　一徳

5000 浜松市西区村櫛町５４７５番地の１ お食事処　のたね

5001 浜松市西区白洲町２６６番地 手打蕎麦処　ふじ花

5002 浜松市西区白洲町３３５３番地の６ 浜名湖うなぎ　天保

5003 浜松市西区平松町１０８番地の３ フラワーパーク三州庵

5004 浜松市西区平松町５２０番地の３５ とほつあふみ

5005 浜松市西区平松町１１６９番地の１ 民宿旅館ないとう

5006 浜松市西区平松町２０３３番地 松一

5007 浜松市西区平松町２１６１番地の１ Ｃａｆｅ　楽庵

5008 浜松市西区舘山寺町３９９番地の１ 星野リゾート　界　遠州

5009 浜松市西区白洲町３３４５番地の１ コミュニティハウス　てんとうむしの家

5010 浜松市西区舘山寺町２３０９番地の１ 羽っぴー

5011 浜松市西区雄踏一丁目１番２号 コローレ浜松志都呂店

5012 浜松市西区雄踏一丁目１番３号 レストラン　ココス浜松雄踏店

5013 浜松市西区雄踏一丁目１２番２１号 旬鮮庵　ひなた

5014 浜松市西区雄踏一丁目１２番２１号 つけめん　京蔵

5015 浜松市西区雄踏一丁目１２番２６号 釜焼鳥本舗おやひなや　浜松雄踏店

5016 浜松市西区雄踏一丁目１４番３３号 セブンイレブン　浜松雄踏店

5017 浜松市西区雄踏一丁目１６番１８号 お酒とごはん　千年たまごや

5018 浜松市西区雄踏一丁目３２番１号 カフェブリッコ浜松雄踏店

5019 浜松市西区雄踏二丁目１１番１号 クックマート雄踏店　寿司　他

5020 浜松市西区雄踏町宇布見６００番地の３６２ うたごえさろん　リリー

5021 浜松市西区雄踏町宇布見３６２６番地の１ コーヒーショップ　アトリエ

5022 浜松市西区雄踏町宇布見４０６１番地の５ 和食　かなざわ

5023 浜松市西区雄踏町宇布見４８６３番地の１７８ 新中国料理　ムーラン

5024 浜松市西区雄踏町宇布見４８６３番地の１９０ うなぎ割烹　康川

5025 浜松市西区雄踏町宇布見５０５７番地の３ 藤田食品

5026 浜松市西区雄踏町宇布見８００８番地の５ 新八木

5027 浜松市西区雄踏町宇布見８０８７番地の２ 居酒屋　どんべ

5028 浜松市西区雄踏町宇布見８１１９番地の１ はなや食堂

5029 浜松市西区雄踏町宇布見８３９４番地 すず寿司

5030 浜松市西区雄踏町宇布見８８８９番地 すし久

5031 浜松市西区雄踏町宇布見９５５２番地の２０ 山七商店

5032 浜松市西区雄踏町宇布見９９０９番地の１ セブンイレブン浜松雄踏西店

5033 浜松市西区雄踏町山崎３６２６番地の４ かん田

5034 浜松市西区雄踏町山崎３８４２番地の３ もみの木

5035 浜松市西区雄踏町山崎４１９８番地の３６ 有限会社　浜名湖フィッシングリゾート

5036 浜松市西区雄踏町山崎４３９６番地の１ ＴＨＥ　ＨＡＭＡＮＡＫＯ

5037 浜松市西区雄踏町山崎６４３８番地の１１ カラオケ喫茶　グリーン

5038 浜松市西区雄踏町宇布見８３６４番地 炭焼家おれんぢ

5039 浜松市西区雄踏町宇布見9240番地の1 きまぐれカフェ　モァモァ

5040 浜松市西区雄踏二丁目１９番２３号 キュイドール
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5041 浜松市西区舞阪町長十新田８６番地 食處　むらまつ

5042 浜松市西区舞阪町浜田３３３番地 新鮮組　中

5043 浜松市西区舞阪町舞阪１７７２番地 魚忠

5044 浜松市西区舞阪町舞阪１９０１番地の１ 浅草軒分店

5045 浜松市西区舞阪町舞阪２１０２番地の２ つるや

5046 浜松市西区舞阪町舞阪２１１８番地の１の１ やきとり肥後

5047 浜松市西区舞阪町舞阪２１１９番地の１２ 株式会社　魚あら

5048 浜松市西区舞阪町舞阪２１２１番地の３１ さかなの　てっちゃ

5049 浜松市西区舞阪町舞阪２１８９番地 ＷＣＳ

5050 浜松市西区舞阪町舞阪２６２１番地の１１４ 舞阪マルマ幸福丸

5051 浜松市西区舞阪町舞阪２６６８番地の１６９ ＬａＬａ　カレー

5052 浜松市西区舞阪町舞阪２６８３番地の３ 花里屋

5053 浜松市西区舞阪町舞阪５４０２番地の３ 和

5054 浜松市西区舞阪町弁天島３２１２番地の３ 山本亭

5055 浜松市西区舞阪町弁天島３４１９番地 民宿　海賀荘

5056 浜松市西区舞阪町弁天島３５８９番地の１ すし懐石　いそ川

5057 浜松市西区舞阪町弁天島３７４２番地 民宿いのうえ

5058 浜松市西区舞阪町弁天島３８２０番地の３ パブ　愛ランド

5059 浜松市中区向宿一丁目８番２号 焙煎屋

5060 浜松市中区向宿一丁目９番３３号 遠鉄ストア　向宿店　ベーカリーコーナー　他

5061 浜松市中区向宿二丁目２番２号 まつ井

5062 浜松市中区向宿二丁目３番８号 スナックきょうこ

5063 浜松市中区向宿二丁目５番２号 札幌ラーメン　どさん子１５０号店

5064 浜松市中区向宿二丁目１６番１１号 居酒屋　気田川

5065 浜松市中区向宿二丁目２３番１３号 そば処　津がわ

5066 浜松市中区向宿二丁目２６番５号 まぶちや魚店

5067 浜松市中区向宿二丁目３０番１号 セブン－イレブン浜松向宿２丁目店

5068 浜松市中区向宿二丁目３３番１２号 住よし

5069 浜松市中区向宿三丁目１番２６号 丸豊

5070 浜松市中区向宿三丁目２番１１号 株式会社　ジョイフルセイブ

5071 浜松市中区向宿三丁目３番３２号 ＩＺＡＣＫ向宿

5072 浜松市中区向宿三丁目１０番３号 まかしょお！！

5073 浜松市中区佐藤一丁目１番３０号 ホテル　明治屋

5074 浜松市中区佐藤一丁目４番１５号 あき乃

5075 浜松市中区佐藤一丁目１５番１５号 清香苑

5076 浜松市中区佐藤一丁目２３番２４号 座倶

5077 浜松市中区佐藤一丁目２５番８号 福みつ

5078 浜松市中区佐藤一丁目２７番６号 旅館　高千穂

5079 浜松市中区佐藤二丁目２０番２２号 ガレージコーヒー

5080 浜松市中区佐藤二丁目３４番８号 らーめん　響き屋

5081 浜松市中区佐藤三丁目１２番２５号 鮨歌舞伎

5082 浜松市中区佐藤三丁目２０番１号 西遠女子学園レストラン　他
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5083 浜松市中区相生町３番３号 美食酒房　たばこや

5084 浜松市中区相生町７番３２号 生鮮市場　Ｂｉ　ａｎ　ｃａｎ

5085 浜松市中区相生町１４番３６号 パレ・シャルム

5086 浜松市中区相生町１６番２１号 宝龍

5087 浜松市中区相生町１９番地の８ お好み焼　大石

5088 浜松市中区相生町２１番８号 アブハウス

5089 浜松市中区中島一丁目２８番２２号 どんじゅあん

5090 浜松市中区中島一丁目３１番１号 おおもり

5091 浜松市中区中島二丁目１番９号 料亭　うのいち

5092 浜松市中区中島二丁目２０番７号 味彩酒蔵　ひむか

5093 浜松市中区中島二丁目２２番６号 すし一番

5094 浜松市中区中島四丁目２番２号 紅屋

5095 浜松市中区中島四丁目７番４号 渡辺精肉店

5096 浜松市中区富吉町７番１０１号 いなりや

5097 浜松市中区名塚町２２番地 竜光屋そば店

5098 浜松市中区名塚町４０番地 山

5099 浜松市中区名塚町４０番地 ＳＯＬ

5100 浜松市中区名塚町１５８番地 びいー１

5101 浜松市中区名塚町２９９番地の４ レストラン・ケーナ

5102 浜松市中区名塚町３５４番地の３ 割烹　三貴

5103 浜松市中区名塚町３７１番地の１ 株式会社　ミカサ

5104 浜松市中区領家一丁目２番１１号 コメダ珈琲　領家店

5105 浜松市中区領家一丁目４番３３号 スナック　舞　領家

5106 浜松市中区領家一丁目７番３０号 カレー処　ヤサカ

5107 浜松市中区領家二丁目５番２４号 くーす

5108 浜松市中区領家二丁目５番２７号 Ｓｈｏｗ　Ｒｙｕ

5109 浜松市中区領家二丁目２３番２０号 和食　天将

5110 浜松市中区領家三丁目２番６号 焼肉　柳之介

5111 浜松市中区領家三丁目１２番３８号 バー　呼蝶

5112 浜松市中区領家三丁目２６番３号 東　寿司

5113 浜松市中区塩町１４番地 旬菜処　まさ彦

5114 浜松市中区元魚町３２番地 お酒肴菜　つちや

5115 浜松市中区元魚町３２番地 居酒屋　のぶ

5116 浜松市中区元魚町３２番地 小料理　えん華

5117 浜松市中区元魚町１３２番地の７ Ｗｈａｌｅ

5118 浜松市中区菅原町１２番２２号 コーヒーベリー

5119 浜松市中区菅原町１３番１１号 美八食堂

5120 浜松市中区東伊場一丁目３番１号 湖清

5121 浜松市中区東伊場二丁目１番６号 びい玉

5122 浜松市中区東伊場二丁目２番２５号 酒菜　とづか

5123 浜松市中区東伊場二丁目３番２４号 とんこつらぁめん　壱縁

5124 浜松市中区東伊場二丁目６番７号 旬彩　香炉
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「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

5125 浜松市中区平田町５８番地の１ サモワァール

5126 浜松市中区平田町６３番地 珠　喜

5127 浜松市中区平田町８９番地 とり田

5128 浜松市中区旅篭町２９番地の３ 一文すし

5129 浜松市中区旅篭町４４番地 江戸よし

5130 浜松市中区旅篭町６６番地 木挽町庵

5131 浜松市中区旭町９番地の１ ファミリーマート　浜松旭町店

5132 浜松市中区旭町１０番地の８ 駅馬車

5133 浜松市中区旭町１０番地の８ 猪八

5134 浜松市中区旭町１１番地の１ ちょこっと浜松家

5135 浜松市中区常盤町１４３番地の２０ とと丸

5136 浜松市中区常盤町１４３番地の２２ 三幸

5137 浜松市中区常盤町１４３番地の２７ １００％ＫＲＡＦＴＤＩＮＩＮＧ　ＨｉｇｈＭｅａｌ

5138 浜松市中区常盤町１４３番地の３８ 逸品料理　八木

5139 浜松市中区船越町２５番１５号 宴のはじまり

5140 浜松市中区船越町２５番１５号 すみそら

5141 浜松市中区八幡町２番地 楠倶楽部　１Ｆレストラン

5142 浜松市中区板屋町１０２番地の１７ 獅子丸

5143 浜松市中区板屋町１０２番地の１７ フレンドシップ

5144 浜松市中区板屋町１０４番地の１ イタリア料理ラ・フェスタ板屋町店

5145 浜松市中区板屋町１１１番地の１ メヌエット

5146 浜松市中区板屋町１１１番地の２ ファミリーマート浜松アクトシティ店

5147 浜松市中区板屋町１１１番地の２ クマール　ＡＣＴＰＬＡＺＡ

5148 浜松市中区板屋町１１１番地の２ 麺　酒房　ごん讃

5149 浜松市中区板屋町１１１番地の２ オークラアクトシティホテル　浜松　従業員食堂

5150 浜松市中区板屋町１１１番地の２ フレッシュネスバーガー　浜松アクトシティ店

5151 浜松市中区板屋町１１１番地の２ 宿下吉庵

5152 浜松市中区板屋町１１１番地の２ 中国料理　揚州厨房

5153 浜松市中区板屋町１１１番地の２ 珈琲館　浜松アクトプラザ店

5154 浜松市中区板屋町１１１番地の２ しゃぶせい

5155 浜松市中区板屋町１１１番地の４６２－１ ごんまる

5156 浜松市中区板屋町６２８番地 ＴＯＵＲＮＥＺ　ＬＡ　ＰＡＧＥ

5157 浜松市中区板屋町６５１番地 ラ・グランパパ

5158 浜松市中区板屋町６５５番地 八百徳鰻料理店

5159 浜松市中区板屋町６６４番地 すずめや

5160 浜松市中区野口町２１８番地の５ イタリアンダイニング　カリメロ

5161 浜松市中区野口町５１７番地 たちばな

5162 浜松市中区野口町５８０番地の２ 陣笠

5163 浜松市中区早馬町３番地の１ KiKi

5164 浜松市中区旭町１１番地の１　ﾌﾟﾚｽﾀﾜｰ１F ２１世紀クラブ

5165 浜松市中区中央一丁目３番６号 樓蘭香廚

5166 浜松市中区中央二丁目４番６号 一晃
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5167 浜松市中区中央二丁目５番５号 麻屋

5168 浜松市中区中央二丁目１２番２４号 山本食品

5169 浜松市中区栄町６１番地の２ 富久鮨

5170 浜松市中区鴨江一丁目１番２０号 勝球

5171 浜松市中区鴨江一丁目４番１８号 てらだ精肉店

5172 浜松市中区鴨江一丁目６番５号 ローソン浜松鴨江一丁目店

5173 浜松市中区鴨江一丁目１０番３号 ファミリーマート　浜松鴨江店

5174 浜松市中区鴨江一丁目１４番９号 ㈲喜仙

5175 浜松市中区鴨江一丁目３３番５号 強子の　きよ

5176 浜松市中区鴨江二丁目４４番１０号 グレック　ＲＯＳＥ

5177 浜松市中区鴨江二丁目４９番２０号 浜松甲羅本店

5178 浜松市中区鴨江二丁目５０番 スナック　春夏冬

5179 浜松市中区鴨江二丁目５０番１１１号 カレーハウス　ケララ

5180 浜松市中区鴨江二丁目５０番１６号 ビスケット　タイム

5181 浜松市中区鴨江二丁目５１番１６号 松本フルーツ　トレピーニ

5182 浜松市中区鴨江二丁目５４番３号 雪花

5183 浜松市中区鴨江二丁目５５番２９号 米沢牛炭火焼肉　上杉　根上り松店

5184 浜松市中区鴨江三丁目１１番３号 イタリア料理　Ｌａ・ＦＥＳＴａ

5185 浜松市中区鴨江三丁目２９番２０号 びぎ屋

5186 浜松市中区鴨江三丁目２９番２０号 いち松

5187 浜松市中区鴨江三丁目２９番２５号 ＦＲＥＥＷＡＹ

5188 浜松市中区鴨江三丁目２９番２５号 近太寿司

5189 浜松市中区鴨江三丁目６５番７号 浜松囲碁センター１Ｆ

5190 浜松市中区鴨江三丁目６７番１４号 ＮＡＮ　ＣＵＲＲＹ

5191 浜松市中区鴨江三丁目６７番５号 五味八珍

5192 浜松市中区鴨江三丁目６８番５号 セブンイレブン　浜松鴨江３丁目店

5193 浜松市中区鴨江三丁目６８番８号 ＨＡＮＯＮ

5194 浜松市中区鴨江三丁目６８番８号 居酒屋　きんかん

5195 浜松市中区鴨江三丁目６９番１２号 美和子珈琲店

5196 浜松市中区鴨江四丁目９番１４号 バンブー

5197 浜松市中区鴨江四丁目１８番１８号 遠州屋

5198 浜松市中区鴨江四丁目１９番１２号 ＩＳＬＡＮＤ　ＳＴＹＬＥ　Ｐａｙａｋａ

5199 浜松市中区鴨江四丁目２８番５号 クインズカフェ

5200 浜松市中区鴨江町２１番地 有限会社　浜膳

5201 浜松市中区三組町１１０番地の２ 三河屋本店

5202 浜松市中区西伊場町９番８号 つるや

5203 浜松市中区西伊場町３１番２０号 スナック　ふぅー

5204 浜松市中区西伊場町４５番１号 焼肉　えん

5205 浜松市中区西伊場町４７番１3号 セブンイレブン　浜松西伊場店

5206 浜松市中区西伊場町４７番１７号 猫がいるカフェ　Ａｄａｇｉｏ

5207 浜松市中区西伊場町５３番５号 ㈲　レッカーランド　フクカワ　浜松店

5208 浜松市中区西伊場町５７番１１号 スナック　チャンス
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5209 浜松市中区西伊場町５７番１１号 日暮し

5210 浜松市中区西伊場町５７番１１号 濃厚中華そば　麒麟

5211 浜松市中区西伊場町５７番２１号 ケンタッキーフライドチキン佐鳴台店

5212 浜松市中区西伊場町５８番１２号 東京屋分店

5213 浜松市中区西伊場町５９番３４号 ゆあん　　（風子）

5214 浜松市中区西伊場町６０番３９号 鳥八

5215 浜松市中区西伊場町６１番２５号 エル・マキシム

5216 浜松市中区中山町２２番地の３ 渡誠

5217 浜松市中区鴨江二丁目３８番２０号 鴨家キッチン

5218 浜松市中区鴨江一丁目２０番３号 ＨＩＲＡＩＤＥホームメイドストア

5219 浜松市中区下池川町１２番２１号 三州庵支店

5220 浜松市中区下池川町１３番１０号 三浜屋分店

5221 浜松市中区下池川町２７番１１号 スナックいさりび

5222 浜松市中区下池川町３０番５号 Ｂ．Ｂ．Ｂ．

5223 浜松市中区下池川町３３番９号 Ｌａ　Ｌａｎｔｅｒｎａ

5224 浜松市中区元浜町３２番地の８ うな文

5225 浜松市中区元浜町３３番地の４ 香苑楼

5226 浜松市中区元浜町７８番地の３ 美好寿司

5227 浜松市中区元浜町１３３番地 旬鮮　永谷

5228 浜松市中区元浜町１３９番地の１ 豆岡

5229 浜松市中区元浜町１４１番地の１ 柊

5230 浜松市中区元浜町１４３番地 カガヤキ

5231 浜松市中区元浜町２３４番地 柿ノ木茶屋

5232 浜松市中区元浜町２４４番地 三哲

5233 浜松市中区元浜町２４９番地 藤屋　そば店

5234 浜松市中区元浜町３１８番地 食楽工房　あさ路

5235 浜松市中区元浜町３２１番地の１ 椰子家

5236 浜松市中区元浜町３２７番地の１ モダンルージュ

5237 浜松市中区山下町１３２番地の１ 合名会社　新角

5238 浜松市中区中沢町１２番１３号 スナック小梅

5239 浜松市中区中沢町６７番１２号 割烹　しんはま

5240 浜松市中区中沢町６７番１５号 花水木

5241 浜松市中区中沢町６９番１号 逢初

5242 浜松市中区中沢町６９番１号 釣天

5243 浜松市中区中沢町７３番２号 大梁

5244 浜松市中区中沢町８０番２５号 焼肉ハウス　扇寿

5245 浜松市中区中沢町８番２２号 徐リーパスタ　浜松中沢店

5246 浜松市中区千歳町９番地 Ｓｎａｃｋ　Ｍ

5247 浜松市中区千歳町１４番地 こんどうコーヒー

5248 浜松市中区千歳町１７番地の１ クラブあき

5249 浜松市中区千歳町１７番地の１ ミニクラブ　はる

5250 浜松市中区千歳町１９番地 日本料理　日の出
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5251 浜松市中区千歳町１９番地 金杖

5252 浜松市中区千歳町１９番地の７ ａｔｅ　Ｍａｉ’ｓ　ｐｌａｃｅ

5253 浜松市中区千歳町１９番地の１４ ラウンジ三日月

5254 浜松市中区千歳町１９番地の１４ Ｐｏａｎ

5255 浜松市中区千歳町１９番地の１４ 真子

5256 浜松市中区千歳町１９番地の１４ ROYALE

5257 浜松市中区千歳町１９番地の１６ 酒とつまみとキーマカレー　ぼたん

5258 浜松市中区千歳町１９番地の１６ 舞

5259 浜松市中区千歳町２２番地 かのう‐協‐

5260 浜松市中区千歳町２６番地の５ Ｂｏｌｅｒｏ

5261 浜松市中区千歳町３５番地の３ 采　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5262 浜松市中区千歳町３９番地 しゃぶしゃぶ温野菜　浜松店

5263 浜松市中区千歳町３９番地 福和来

5264 浜松市中区千歳町４３番地の２ Pub  Snack  Manila

5265 浜松市中区千歳町４３番地の６ 志乃

5266 浜松市中区千歳町４３番地の６ Ｓｎａｃｋ　舞李栖

5267 浜松市中区千歳町４３番地の６ リゲル

5268 浜松市中区千歳町４８番地の３ 安ベエ

5269 浜松市中区千歳町４８番地の１５ 睡蓮

5270 浜松市中区千歳町５１番地の２ PUB  AMOR

5271 浜松市中区千歳町５４番地 御蔵別亭

5272 浜松市中区千歳町５４番地の１ なとり

5273 浜松市中区千歳町５４番地の４ 割烹　田中

5274 浜松市中区千歳町５６番地 ステーキハウス　ロダン

5275 浜松市中区千歳町６１番地の１ 鈴や

5276 浜松市中区千歳町６１番地の１１ くらぶ宝子

5277 浜松市中区千歳町７４番地の２　 星　Ⅱ

5278 浜松市中区千歳町７４番地の５ ラウンジ　ダルメシアン

5279 浜松市中区千歳町７５番地の４ ナイン　ツー

5280 浜松市中区千歳町７６番地の４ 焼き鳥とワイン　志ノ蔵

5281 浜松市中区千歳町７６番地の５ ママ　エルビー

5282 浜松市中区千歳町７９番地 カレーとワイン酒処　みるく

5283 浜松市中区千歳町１０３番地 ベリーＡ

5284 浜松市中区千歳町１１８番地 山田

5285 浜松市中区千歳町１２１番地 パブレスト　へっぷば～ん

5286 浜松市中区千歳町１２３番地 コーヒー＆パブ　ハナサキ

5287 浜松市中区大工町３０３番地の１２ イタリア料理　ブォーノ

5288 浜松市中区大工町３１１番地の１８ ３４　ＤＩＮＥＲ

5289 浜松市中区大工町３１１番地の１９ 黄金の豚

5290 浜松市中区伝馬町５８番地 バー　Ａ・Ｓ・Ｋ

5291 浜松市中区伝馬町６０番地の３ リィーレ

5292 浜松市中区伝馬町６０番地の３ Ｌａ　Ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ
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5293 浜松市中区伝馬町６０番地の３ 割烹竹本

5294 浜松市中区伝馬町６７番地 有限会社　八百吉

5295 浜松市中区伝馬町９４番地 ＨＯＴＥＬ☆ＬＥＯＮ　浜松

5296 浜松市中区伝馬町３１０番地の４ パブ・キャラバン

5297 浜松市中区伝馬町３１０番地の８　 キャメロットダウンタウン

5298 浜松市中区伝馬町３１１番地の３ いと半

5299 浜松市中区伝馬町３１１番地の４ オモニ

5300 浜松市中区伝馬町３１２番地の２０ 魚魯魚魯

5301 浜松市中区千歳町８７番地 エ・アロール

5302 浜松市中区千歳町９０番地 鉄板焼　あつみ

5303 浜松市中区千歳町８１番地 居酒屋　ちあき

5304 浜松市中区千歳町１３６番地 はまなす

5305 浜松市中区千歳町４６番地の２ ラウンジ　ピエロ

5306 浜松市中区元目町１２０番地の１７ メルカート・ディ・マーレ

5307 浜松市中区元目町１２１番地の４ Ｓｎａｃｋ　Ａｖｅｎｉｒ

5308 浜松市中区元目町１２７番地の２４ 有限会社　鳥直

5309 浜松市中区池町２２１番地の１３ ちちんぷいぷい

5310 浜松市中区池町２２１番地の１５ Ｌｏａ　ｍａｋａｎａ

5311 浜松市中区池町２２４番地の２ きんぐ－ぎどら。

5312 浜松市中区池町２２５番地の１９ コーヒー荘サップ

5313 浜松市中区池町２２５番地の１９ ＳＵＰ

5314 浜松市中区池町２２５番地の３５ ダイニング　アージュミュール

5315 浜松市中区田町１３２番地の２５ ＤＩＮＩＮＧ　壱之家

5316 浜松市中区田町２２４番地の１５ おでん　昇鋭

5317 浜松市中区田町２２７番地の１０ 焼肉和楽路屋

5318 浜松市中区田町２３１番地の１ 旬肴　貴田乃瀬

5319 浜松市中区田町２３１番地の４ だんす亭

5320 浜松市中区田町２３１番地の４ くるんて～ぷ

5321 浜松市中区田町２３１番地の５ 富久竹

5322 浜松市中区田町２３１番地の８ 鶏鯱

5323 浜松市中区田町２３１番地の１１ 隠家食堂　ｍｉｒｏｋｕ

5324 浜松市中区田町２３２番地の４ 魚幸

5325 浜松市中区田町３１５番地の２２ アスール

5326 浜松市中区田町３１５番地の３１ 焼き鳥ｄｉｎｉｎｇ　ｌａｂ

5327 浜松市中区田町３１６番地の１４ ＶＯＩＤ

5328 浜松市中区田町３１６番地の１７ 一作

5329 浜松市中区田町３１６番地の１８ 海話室　ＴＨＥ　ＢＯＯＮ

5330 浜松市中区田町３１６番地の１９ のー坊

5331 浜松市中区田町３２２番地の３ 太郎丸浜松店

5332 浜松市中区田町３２２番地の３ 居酒屋　出世

5333 浜松市中区田町３２２番地の３ 曳馬野

5334 浜松市中区田町３２２番地の４ 六文銭
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5335 浜松市中区田町３２２番地の５ やきとり　ジロー

5336 浜松市中区田町３２２番地の６ すなっく　麟

5337 浜松市中区田町３２２番地の１３ ｄｅｌ　Ｌａｔｔｅ　　（ﾃﾞﾙ　ラッテ）

5338 浜松市中区田町３２２番地の１３ ｇｒｅｅｎ

5339 浜松市中区田町３２２番地の１３ こうべや

5340 浜松市中区田町３２２番地の１３ ジェイルロックカフェ

5341 浜松市中区田町３２２番地の１３ スナック　高山

5342 浜松市中区田町３２２番地の１３ ＡＬＢＡ　　（ｱﾙﾊﾞ）

5343 浜松市中区田町３２２番地の１３ アル・ソリート・ポスト

5344 浜松市中区田町３２２番地の１３－９ 箱屋

5345 浜松市中区田町３２３番地の１ 和根洋彩　園次

5346 浜松市中区田町３２３番地の１ 細麺　三太

5347 浜松市中区田町３２３番地の１ 肴処　栄や

5348 浜松市中区田町３２３番地の３ ｂａｒ　ＪＡＭＺ

5349 浜松市中区田町３２３番地の４ 酒肴遊善　じねん

5350 浜松市中区田町３２３番地の５ 銀屋

5351 浜松市中区田町３２３番地の８ スナック　粋恋

5352 浜松市中区田町３２３番地の９ ＧＡＩＮ

5353 浜松市中区田町３２３番地の１０ ＬＥＭＯＮｅｄ　Ｂａｍｂｉ　

5354 浜松市中区田町３２３番地の１１ いなせ

5355 浜松市中区田町３２３番地の１２ 濱松　大王

5356 浜松市中区田町３２３番地の１４ 民民　浜松有楽街店

5357 浜松市中区田町３２４番地の１５ ハートランド

5358 浜松市中区田町３２４番地の１７ Ｂａｒ　音音～ＮＥＯＮ～

5359 浜松市中区田町３２４番地の１７ 有楽つけ丸

5360 浜松市中区田町３２４番地の１７ ２　ぐらんま

5361 浜松市中区田町３２４番地の２０ 司

5362 浜松市中区田町３２４番地の２０ サロンド・オリーヴ

5363 浜松市中区田町３２４番地の２２ とわ

5364 浜松市中区田町３２４番地の２２ 娘っこ

5365 浜松市中区田町３２４番地の２２ ｐａｇｉ　　（ﾊﾟｷﾞ）

5366 浜松市中区田町３２４番地の２４ 飲み処・喰い処　味の木下

5367 浜松市中区田町３２４番地の２６ 鉄板倶楽部　ディアブロ

5368 浜松市中区田町３２５番地の５ 食飲室　濱しょう

5369 浜松市中区田町３２５番地の６ Ｌｏｕｎｇｅ　ＺＯＲＯ

5370 浜松市中区田町３２５番地の１０ 更紗屋

5371 浜松市中区田町３２５番地の３０ 案山子

5372 浜松市中区田町３２５番地の３０ バー・猫又

5373 浜松市中区田町３２５番地の３４ 酒蔵千寿

5374 浜松市中区田町３２５番地の３７ かに道楽　浜松店

5375 浜松市中区田町３２５番地の３８ 黒フネ　　（和ﾌﾚﾝﾁ　HAREBARE）

5376 浜松市中区田町３２６番地の２５ アンジェラス
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5377 浜松市中区田町３２６番地の２５ 幸村

5378 浜松市中区田町３２６番地の２５ ハァーミットドルフィン

5379 浜松市中区田町３２７番地の１ ダイニング　ひろ

5380 浜松市中区田町３２７番地の３ カルティエ

5381 浜松市中区田町３２７番地の２７ Ｇ-ＳＩＤＥ

5382 浜松市中区田町３２９番地の８ 神谷ふぐ料理店

5383 浜松市中区田町３２９番地の８ 西洋料理　コントワール

5384 浜松市中区田町３２９番地の８ ビアハウス　ティルナノーグ

5385 浜松市中区田町３２９番地の８ いっ木

5386 浜松市中区田町３２９番地の８ ＯＣＢ

5387 浜松市中区田町３２９番地の９ 稲作

5388 浜松市中区田町３２９番地の１１ ラウンジ　ｉｆ

5389 浜松市中区田町３２９番地の１１ 東北冷麺王

5390 浜松市中区田町３２９番地の１５ ａｎｔｅｎｎａ

5391 浜松市中区田町３２９番地の１５ ＢＡＲ　Ｇ’

5392 浜松市中区田町３２９番地の１５ ～Ｂｅｅｎｓ　ｏｎｅ～　Ｒｈｅｉａ

5393 浜松市中区田町３２９番地の１８ なの蔵

5394 浜松市中区田町３２９番地の２０ ミウミ

5395 浜松市中区田町３３０番地の１ たんと　田町店

5396 浜松市中区田町３３０番地の１ 有限会社　ほりかわ

5397 浜松市中区田町３３０番地の１ 台湾料理　阿里山駅前店

5398 浜松市中区田町３３０番地の１１ 立ち呑み　ＬＡ・ＪＡＮＮ

5399 浜松市中区田町３３０番地の１２ 山三

5400 浜松市中区田町３３０番地の１４ ソウル　トリップ

5401 浜松市中区田町３３０番地の１４ 居酒屋　やらまいか

5402 浜松市中区田町３３０番地の１６ ｐｌａｔｉｎｕｍ

5403 浜松市中区田町３３０番地の１７ ＢＥＢＥＲ

5404 浜松市中区田町３３０番地の１７ 花＊はな

5405 浜松市中区田町３３０番地の２０ カラオケ　ジョイジョイ　浜松駅かじ町店

5406 浜松市中区田町３３１番地の５ オレンジパパ

5407 浜松市中区田町３３１番地の５ 焼き鳥　孫右衛門　田町店

5408 浜松市中区田町３３１番地の５ Ｓｕｒｆｅｒｓ　ｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ

5409 浜松市中区田町３３１番地の８ 濱作

5410 浜松市中区田町３３１番地の８ 蕎麦和房　俵

5411 浜松市中区田町３３１番地の９ 誼摩誼摩

5412 浜松市中区田町３３１番地の９ 田町大樹

5413 浜松市中区田町３３１番地の１０ ＳＫ＋３３１

5414 浜松市中区田町３３１番地の１１ はなぜん

5415 浜松市中区田町３３１番地の１１ 安曇野

5416 浜松市中区田町３３１番地の１２ Ｂａｒ　鳥井

5417 浜松市中区田町３３１番地の１３ Ｉｇｕｃｈｉ

5418 浜松市中区田町３３１番地の１３ 焼肉ハウス柳澤
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5419 浜松市中区田町３３１番地の１３ ＣＬＡＳＳＩＣ

5420 浜松市中区東田町３５番地の１７ ＨＡＬＥ　ＬＡＮＩ

5421 浜松市中区北田町１２８番地の６ はせがわ

5422 浜松市中区北田町１３０番地の２ つかさ

5423 浜松市中区北田町１３０番地の１５ 割烹梅田

5424 浜松市中区北田町１３０番地の１７ やまと

5425 浜松市中区北田町１３０番地の２０ 串壱竜

5426 浜松市中区北田町１３６番地の１ カフェ食堂　ＫＥＩＫＯさんのお店

5427 浜松市中区尾張町１２４番地の２７ 味ごよみ弁松

5428 浜松市中区田町３１６番地の１４ 喜乃八

5429 浜松市中区田町３３１番地の３ Restaurant＆Bar　Flange

5430 浜松市中区田町３２３番地の２０ Nabeya　劉

5431 浜松市中区田町３２３番地の９ BEAU　GARDEN

5432 浜松市中区田町３１５番地の２０ キッチン　ぼんじょるの

5433 浜松市中区田町３２３番地の１１ 和牛焼肉ぐりぐら

5434 浜松市中区茄子町３５０番地の８ 海鮮居酒屋　とも

5435 浜松市中区高林二丁目１３番２１号 ＳＩＬＫ

5436 浜松市中区高林五丁目７番４号 カラオケカフェとまと

5437 浜松市中区上島一丁目１０番１８号 寿司　忠兵衛

5438 浜松市中区上島一丁目１３番８号 Ｓｃｅｎｅ

5439 浜松市中区上島一丁目１７番３１号 昌徳苑

5440 浜松市中区上島一丁目１７番３７号 スナック　杉

5441 浜松市中区上島一丁目２６番１２号 お好み焼　飛騨

5442 浜松市中区上島一丁目２７番３９号 うなぎ曳馬

5443 浜松市中区上島二丁目１番１号 ｍａｋａｎ

5444 浜松市中区上島二丁目１０番１号 キャッツアイ

5445 浜松市中区上島二丁目２３番１６号 酒肴遊善　あまの

5446 浜松市中区上島三丁目９番１７号 居酒屋　やらまい家

5447 浜松市中区上島三丁目１８番５号 ファミリーマート浜松上島東店

5448 浜松市中区上島三丁目２３番１４号 関家

5449 浜松市中区上島五丁目４番５３号 とみや

5450 浜松市中区上島五丁目６番２８号 ブーランジェリー　スギヤマ

5451 浜松市中区上島五丁目７番３０号 うさぎ庵

5452 浜松市中区上島五丁目７番３号 らーめん　武蔵

5453 浜松市中区上島五丁目１８番３６号 スナック　稲穂

5454 浜松市中区上島五丁目２２番２４号 味よし／配食のふれ愛

5455 浜松市中区上島五丁目２２番２６号 ｎａｎｄｅ　ｍａｌｌ

5456 浜松市中区上島六丁目１８番２３号 燗来鳥

5457 浜松市中区上島七丁目１３番２７号 治助

5458 浜松市中区曳馬六丁目１６番２０号 まいどおおきに浜松曳馬食堂

5459 浜松市中区葵西一丁目１２番５号 スナック　スマイル

5460 浜松市中区葵西二丁目３番１号 いずみ庵三方原店
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5461 浜松市中区葵西二丁目３番１号 邊や

5462 浜松市中区葵西三丁目１番２０号 本場韓国田舎料理　明

5463 浜松市中区葵西四丁目１番１号 ぱんぢぃー

5464 浜松市中区葵西四丁目４番４０号 歌林　カラオケスナック

5465 浜松市中区葵西六丁目１９番１４号 まよい

5466 浜松市中区葵東二丁目３番２７号 そば藤

5467 浜松市中区葵東二丁目８番２２号 炉ばた焼　よいち

5468 浜松市中区葵東二丁目１１番２０号 マッドフロウ

5469 浜松市中区葵東三丁目４番５号 いそ善

5470 浜松市中区幸一丁目１番４７号 ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＴＨＡＰＡ

5471 浜松市中区幸一丁目３番１７号 創屋バルＯＨＡＫＯ

5472 浜松市中区幸一丁目４番１号 うなぎのコジマヤ

5473 浜松市中区幸一丁目９番２４号 韓国村

5474 浜松市中区幸一丁目１２番４１号 おこのみ焼きカフェ　カモノハシ

5475 浜松市中区幸一丁目１３番２８号 萌

5476 浜松市中区幸一丁目１３番２９号 レストランパブ　メゾン

5477 浜松市中区幸一丁目１４番１２号 セブン-イレブン浜松幸町店

5478 浜松市中区幸一丁目１５番１８号 万華鏡

5479 浜松市中区幸一丁目１５番１８号 ゆんたく

5480 浜松市中区幸一丁目１５番４５号 ケンタッキーフライドチキン浜松幸町店

5481 浜松市中区幸三丁目５番１７号 宏松

5482 浜松市中区幸四丁目４番１０号 カワグチ

5483 浜松市中区幸四丁目２０番３０号 グレースカフェ

5484 浜松市中区幸四丁目２０番３８号 ビオ　グレース（えん配食サービス）

5485 浜松市中区幸五丁目１番１２号 みその寿し

5486 浜松市中区幸五丁目２番１０号 成高園

5487 浜松市中区幸五丁目５番５８号 Ｓ１０１７２　　　　（静岡銀行さいわい寮）

5488 浜松市中区幸五丁目６番１５号 大久保の茶屋

5489 浜松市中区幸五丁目７番７号 ルート３

5490 浜松市中区幸五丁目７番７号 美酒美食　光一

5491 浜松市中区幸五丁目１１番４６号 横浜家系ラーメン麺匠家

5492 浜松市中区高丘東三丁目６番４８号 更科

5493 浜松市中区高丘北一丁目６１番１４号 豆の木

5494 浜松市中区住吉一丁目６番１号 イズモ葬祭　イズモホール浜松参番館

5495 浜松市中区住吉一丁目１１番５号 イズモ葬祭　イズモホール浜松弐番館

5496 浜松市中区住吉一丁目１６番１４号 こころ

5497 浜松市中区住吉一丁目２４番１０号 Ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ

5498 浜松市中区住吉一丁目２７番３２号 藤屋支店

5499 浜松市中区住吉二丁目１番１号 自由の小箱

5500 浜松市中区住吉二丁目２番１６号 あかし

5501 浜松市中区住吉二丁目３番１号 浜松短期大学レストラン

5502 浜松市中区住吉二丁目４番８号 おかむら
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5503 浜松市中区住吉二丁目１６番１８号 鮮々菜々　風助

5504 浜松市中区住吉二丁目３６番１４号 ５つの銅貨

5505 浜松市中区住吉二丁目３６番１５号 すいれん

5506 浜松市中区住吉三丁目４番８号 七輪焼　ホルモン　典座

5507 浜松市中区住吉三丁目４番８号 七輪焼ホルモン典座

5508 浜松市中区住吉三丁目１５番１２号 泰郷

5509 浜松市中区住吉三丁目１６番９号 めんくい亭

5510 浜松市中区住吉四丁目１番２号 き三郎

5511 浜松市中区住吉四丁目７番１８号 さぼう　房

5512 浜松市中区住吉四丁目１７番２３号 丸琢魚店

5513 浜松市中区住吉四丁目１８番１号 鮨けん

5514 浜松市中区住吉四丁目１８番２号 樽〆

5515 浜松市中区住吉五丁目１番２号 三浜屋

5516 浜松市中区住吉五丁目２７番１号 中国料理　末広飯店

5517 浜松市中区小豆餅二丁目２番８号 藤屋支店

5518 浜松市中区小豆餅二丁目２９番２７号 スナック　れい子

5519 浜松市中区小豆餅二丁目２９番３３号 なかや

5520 浜松市中区小豆餅二丁目３２番１２号 パブ　ディオール

5521 浜松市中区小豆餅三丁目１番１５号 スナック　じゅりあな

5522 浜松市中区小豆餅三丁目４番１号 ありがとう

5523 浜松市中区小豆餅三丁目４番１号 料理　つぼい

5524 浜松市中区小豆餅三丁目４番１号 恋灯路

5525 浜松市中区小豆餅三丁目４番１号 こばち

5526 浜松市中区小豆餅三丁目１４番２１号 濱

5527 浜松市中区小豆餅三丁目１４番３号 マクドナルド２５７小豆餅店

5528 浜松市中区小豆餅三丁目２１番１２号 うなぎ藤田

5529 浜松市中区小豆餅四丁目３番２４号 珍蘭

5530 浜松市中区小豆餅四丁目７番２８号 加和奈

5531 浜松市中区小豆餅四丁目８番３号 福寿司支店

5532 浜松市中区小豆餅四丁目１０番４号 パブ　シリウス

5533 浜松市中区泉二丁目１番２６号 酒処　きたの

5534 浜松市中区泉二丁目５番３号 司寿司

5535 浜松市中区泉三丁目８番３２号 ステージこよい

5536 浜松市中区泉三丁目１０番４号 居酒屋　十文字

5537 浜松市中区泉三丁目１１番１０号 陣家

5538 浜松市中区泉四丁目２４番２８号 ら～めん藍麻翔

5539 浜松市中区和合町２２０番地の９４ Ｍｏｍｍｙ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｏƶａｗａ

5540 浜松市中区和合町２２０番地の９４ スナックサルーン

5541 浜松市中区和合町２２０番地の２００ 天ツネ　びっくりうどん

5542 浜松市中区和合町２２０番地の３２４ つぼ八

5543 浜松市中区和合町２２０番地の９３５ くれいじーママ

5544 浜松市中区和合町２２０番地の１３９０ 中国料理　桃園
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5545 浜松市中区和合町９３６番地の１９ 株式会社　浜松観光食堂　第３食堂

5546 浜松市中区和合町９３６番地の１９ 浜松オート第６食堂グリーンスタンド

5547 浜松市中区和合町９３６番地の１９ 浜松観光食堂　軽食コーナー

5548 浜松市中区和合町９３６番地の１９ 浜松オートメインスタンド第一食堂

5549 浜松市中区和合町９３６番地の１９ 浜松オート第５食堂

5550 浜松市中区和合町９３６番地の３５ 喫茶　つじむら

5551 浜松市中区和合町９３６番地の２１９ 台湾料理福満楼

5552 浜松市中区和合町９３６番地の３３２ 仙ちゃん

5553 浜松市中区和合町９３６番地の５０３ 炎蔵

5554 浜松市中区住吉２-23-25 ㈲リビュール

5555 浜松市中区住吉1-25-22 ㈲野島屋

5556 浜松市中区泉一丁目５番３３号 どんごろす

5557 浜松市中区肴町３２２番地の１ ワイン＆ダイニング　アーベント

5558 浜松市中区肴町３２２番地の１ Ｏｒｇａ

5559 浜松市中区肴町３２２番地の１ ニクバルダカラ　浜松有楽街店

5560 浜松市中区肴町３２２番地の１ burtom　（ﾊﾞｰﾄﾝ）

5561 浜松市中区肴町３２２番地の２０ ｓｈｉｎｅ

5562 浜松市中区肴町３２２番地の２０ ル・レーブ

5563 浜松市中区肴町３２２番地の２０ スナック　ルージュ

5564 浜松市中区肴町３２２番地の２０ ビヤホール銀座ライオン浜松松竹ビル店

5565 浜松市中区肴町３２２番地の２０ ミューゲ

5566 浜松市中区肴町３２２番地の２０ 花夢

5567 浜松市中区肴町３２２番地の２０ スナック　辰美

5568 浜松市中区肴町３２２番地の２０ レストランパブ　プリティー

5569 浜松市中区肴町３２２番地の２０ 鳥貴族　浜松有楽街店

5570 浜松市中区鍛冶町１番地の４０ たこりき屋　浜松駅前店

5571 浜松市中区鍛冶町１番地の４６ 信州手打そば　奥村

5572 浜松市中区鍛冶町１番地の５６ あづまや

5573 浜松市中区鍛冶町１番地の６０ プティアミ　カフェ

5574 浜松市中区鍛冶町１番地の６５ 焼豚小屋　とんとこ豚

5575 浜松市中区鍛冶町２番地の６ ｌａ・ｓｅｘｔａ

5576 浜松市中区鍛冶町２番地の７ ＬＥ　ＨＡＣＯ　

5577 浜松市中区鍛冶町１５番地の８ 留園支店

5578 浜松市中区鍛冶町１３５番地の１ てんくう　浜松モール街店

5579 浜松市中区肴町３２２番地の２０ Jupiter

5580 浜松市中区鍛冶町１５番地の5 鮨榊

5581 浜松市東区原島町１７７番地 べるフラワー　浜松店

5582 浜松市東区原島町２９３番地の３ ハンバーグレストランＧＯＯＤ

5583 浜松市東区原島町３７４番地の２ 麺屋はやたろう原島店

5584 浜松市東区小池町８３１番地 ７福神壱

5585 浜松市東区天王町１４９２番地の１ 有限会社ルビュール

5586 浜松市北区三方原町2279番地の５ スナック万咲Ⅲ
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5587 浜松市東区笠井上町298番地の４ 里うさぎ

5588 浜松市中区鴨江三丁目49番24号の３ 炭火焼肉　くぜ

5589 浜松市中区鴨江三丁目53番15号 関西風料理

5590 浜松市北区細江町気賀238-2 清水家

5591 浜松市北区三ケ日町下尾奈83-1 ㈱入河屋

5592 浜松市北区三ケ日町駒場99-10 関西風地焼きうなぎ有栖

5593 浜松市北区三ケ日町三ケ日626-1 フードセンターはなしょう

5594 浜松市北区細江町中川7172-1254 ゆざわ

5595 浜松市北区細江町中川7172-2522 蔵前家

5596 浜松市北区三ケ日町三ケ日729-1 安愚楽

5597 浜松市北区細江町三和58-1 コジマヤ　金指本店

5598 浜松市北区細江町気賀129-1 お菓子のとやま

5599 浜松市北区細江町中川7172-2336 茶房ゆとりや

5600 浜松市北区細江町三和106-1 レストランぴいぷる

5601 浜松市北区三ケ日町三ケ日100-4 ファミリーマート浜松三ケ日北店

5602 浜松市北区三ケ日町三ケ日110 遠鉄ストア三ケ日店内　魚喜

5603 浜松市北区三ケ日町三ケ日276-1 みかん工房

5604 浜松市北区三ケ日町三ケ日845-1 どんどん三ケ日店

5605 浜松市北区三ケ日町三ケ日110 遠鉄ストア三ケ日店

5606 浜松市北区三ケ日町鵺代4-1 うなぎ千草

5607 浜松市北区三ケ日町三ケ日110福長405 綾工房

5608 浜松市北区三ケ日町都筑595-1 琴水

5609 浜松市北区三ケ日町下尾奈40-1 鯛将

5610 浜松市北区三ケ日町鵺代58-20 CAKE ＆ CAFÉ  BLISS

5611 浜松市北区三ケ日町下尾奈97-1 長坂養蜂場

5612 浜松市北区三ケ日町鵺代67-6 たぬき村

5613 浜松市北区三ケ日町下尾奈2241-1 トヤママリン

5614 浜松市北区三ケ日町三ケ日745 三ケ日製菓㈲

5615 浜松市北区三ケ日町三ケ日734 ㈲魚兼商店

5616 浜松市北区三ケ日町三ケ日745-9 暖乃

5617 浜松市北区三ケ日町三ケ日914-17 パティスリーパルティシオン

5618 浜松市北区細江町気賀833-11 鳥の子

5619 浜松市北区細江町気賀429-1 中華屋　貴長

5620 浜松市北区細江町気賀725 カネモ森口鮮魚店

5621 浜松市北区細江町気賀92-2-2 お食事処　三河屋

5622 浜松市北区細江町気賀749-22 京極商店

5623 浜松市北区細江町気賀1081 かじや菓子店

5624 浜松市北区細江町気賀550-2 美登利

5625 浜松市北区引佐町伊平1251-2 大谷屋

5626 浜松市北区引佐町伊平659 Merenngeブー

5627 浜松市北区引佐町井伊谷2106 スナック城山

5628 浜松市北区引佐町井伊谷1710-4 おばんざい処　恵
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5629 浜松市北区引佐町井伊谷728-2 カラオケ広場　たんぽぽ

5630 浜松市北区引佐町井伊谷1893-4 うなぎ曳馬路

5631 浜松市北区神宮寺町8-26 そば処　和

5632 浜松市北区引佐町横尾117-1 おやつショップ　かとう

5633 浜松市北区引佐町井伊谷1119-9 鰻いしかわ

5634 浜松市北区引佐町井伊谷2067-1 Aコープ　いなさ店

5635 浜松市北区引佐町井伊谷657-6 鶴亀荘

5636 浜松市北区引佐町井伊谷667-5 大新食堂

5637 浜松市北区引佐町金指1400-1 KAMONE

5638 浜松市北区引佐町金指1557-5 居酒屋ふく

5639 浜松市北区引佐町井伊谷2101-1 桃園　引佐店

5640 浜松市北区引佐町奥山1567-1 野沢製菓

5641 浜松市北区引佐町井伊谷708-6 餃子の新宮

5642 浜松市北区引佐町井伊谷1893-2 曳馬路

5643 浜松市北区引佐町伊平1646-1 掛川ポージョ

5644 浜松市北区引佐町東黒田649-17 前嶋屋

5645 浜松市北区引佐町横尾886-1 マルモスーパー

5646 浜松市北区引佐町井伊谷3712-18 まきばの直売

5647 浜松市北区引佐町井伊谷371-1 台湾料理　昌盛龍

5648 浜松市北区引佐町奥山1577-1 きじ亭　方広寺

5649 浜松市北区細江町気賀469 藤田屋

5650 浜松市北区細江町小野100-2 如是庵

5651 浜松市北区細江町気賀17-1 ジージョ

5652 浜松市北区細江町中川1900-1 遠鉄ストア　祝田店

5653 浜松市北区細江町中川1884-5 TONES

5654 浜松市北区三ケ日町三ケ日901-2 セブンイレブン三ケ日西天王町店

5655 浜松市北区三ケ日町三ケ日1148-3 グラニーズカフェ

5656 浜松市北区細江町気賀2551-203 レストラン食楽工房

5657 浜松市北区細江町気賀191-1 セブンイレブン細江気賀北店

5658 浜松市北区細江町気賀172-2 うなぎ家　曳舟

5659 浜松市北区引佐町井伊谷670-1 内山製菓㈲

5660 浜松市北区引佐町井伊谷657-4 御菓子司　すぎや

5661 浜松市北区引佐町黒渕154-6 雅楽之助

5662 浜松市北区引佐町奥山906 菓子工房とあ

5663 浜松市北区引佐町伊平1139-4 手打ちうどん二五七

5664 浜松市北区引佐町伊平444-1 そば処　一刻庵

5665 浜松市北区引佐町田畑181-1 ほんま　お好み焼き店

5666 浜松市北区引佐町奥山671-1 ラ・ローズ　デ　バン

5667 浜松市北区引佐町田畑193 竜ケ岩洞食堂　ふるさと

5668 浜松市北区引佐町田畑217-1 ジェラートショップ　マテリア

5669 浜松市北区引佐町田畑193 竜ケ岩洞

5670 浜松市北区引佐町奥山1576-59 柳屋
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5671 浜松市北区引佐町谷沢238-1 Ora

5672 浜松市北区引佐町奥山1594-22 きじ亭

5673 浜松市北区引佐町奥山1576-3-6 ゑびす屋

5674 浜松市北区引佐町奥山1576-3-1 乃木そば神谷

5675 浜松市北区引佐町渋川237-1 てんてんゴー　しぶ川

5676 浜松市北区引佐町的場275-2 天小屋

5677 浜松市北区引佐町奥山1576-3-2 花屋旅館

5678 浜松市北区引佐町渋川2621-10 吉野屋

5679 浜松市北区引佐町渋川2338-5 大野屋

5680 浜松市北区引佐町金指1890-2 ハローランチ浜松西店

5681 浜松市北区細江町中川7172-662 セブンイレブン細江中川南店

5682 浜松市北区細江町三和48-1 ファミリーマート浜松細江三和店

5683 浜松市北区三ケ日町下尾奈2251 ホテルリステル浜名湖

5684 浜松市北区三ケ日町都筑1313-665 勝美センター

5685 浜松市北区三ケ日町都筑1313-660 うなぎ処勝美　インター店

5686 浜松市北区三ケ日町都筑1090-2 笹すし

5687 浜松市北区三ケ日町岡本814-1 3st Factory

5688 浜松市北区三ケ日町三ケ日900-19 中国料理　好運来

5689 浜松市北区三ケ日町大崎372 東急サニーパーク

5690 浜松市北区三ケ日町大崎372 東急ハーヴェストクラブ浜名湖

5691 浜松市北区三ケ日町津々崎368 炭火焼肉　三愛

5692 浜松市北区三ケ日町三ケ日233-12 喜月堂

5693 浜松市北区三ケ日町三ケ日636-1 さかなやあんちゃん

5694 浜松市北区三ケ日町三ケ日669-11 喫茶かわにし

5695 浜松市北区三ケ日町宇志664-4 農家民宿　COCORIN

5696 浜松市北区三ケ日町三ケ日349-5 Ken's Dining　はれる家

5697 浜松市北区三ケ日町都筑523-1 静岡県立三ケ日青年の家

5698 浜松市北区三ケ日町佐久米386-1 咲夢茶屋

5699 浜松市北区三ケ日町佐久米1038 ホテルグリーンプラザ浜名湖

5700 浜松市北区三ケ日町大崎989 民宿太郎

5701 浜松市北区三ケ日町大崎603 二健商店

5702 浜松市北区三ケ日町大崎1013 ビーチスマリーナ

5703 浜松市北区三ケ日町大崎1883 松島館

5704 浜松市北区三ケ日町大崎1883-25 喫茶せと橋

5705 浜松市北区三ケ日町大1319-1 teto teto

5706 浜松市北区三ケ日町大崎1889-1 元録館

5707 浜松市北区細江町中川1190-1 直売のとんきい

5708 浜松市北区細江町中川1190-1 ミートレストラン　とんきい

5709 浜松市北区細江町中川1194-1 農家レストラン　とんきい

5710 浜松市北区細江町中川981-2 浜太郎餃子センター

5711 浜松市北区引佐町渋川351-1 笑庵　こもれび

5712 浜松市北区引佐町渋川3409-5 角松亭



全体No 所　在　地 屋　　号

「新型コロナウイルス感染症対策実施店」

5713 浜松市北区引佐町川名1149-1 奥浜名湖　きじの里

5714 浜松市北区引佐町金指1033-2 ピアッツア

5715 浜松市北区引佐町金指1587-1 てん丸

5716 浜松市北区引佐町奥山1564-1 梟

5717 浜松市北区引佐町田沢1138-1 たざわの里直売所

5718 浜松市北区引佐町的場365 ログハウスあきら

5719 浜松市北区引佐町別所145-11 西岡ストアー

5720 浜松市北区引佐町別所6-3  レイク浜松カントリークラブインコース売店

5721 浜松市北区三ケ日町大崎78-1 アクアペンションクッチェッタ

5722 浜松市北区三ケ日町大崎80-5 ラリーズカンパニー

5723 浜松市北区三ケ日町津々崎367-1 杜のふう

5724 浜松市北区三ケ日町三ケ日688-5 鮨みよし

5725 浜松市北区三ケ日町三ケ日690 ヤマニ山下商店

5726 浜松市北区引佐町井伊谷2379 はまそう会館　引佐

5727 浜松市北区三ケ日町都筑1743-5 メイ・ポップ

5728 浜松市北区三ケ日町都筑1122 ファミリーマート三ケ日インター店

5729 浜松市北区三ケ日町都筑791-8 炭焼きうなぎ　加茂

5730 浜松市北区三ケ日町都筑1096-1 ボヌール

5731 浜松市北区三ケ日町三ケ日22 中部ハム㈱売店

5732 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリア浜鰻

5733 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリア　海の見えるフードホール

5734 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリアサーティーワンアイスクリーム

5735 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリア餃子・ラーメン

5736 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリアファミリーマート

5737 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリアテイクアウト浜太郎

5738 浜松市北区三ケ日町佐久米47-1  浜名湖サービスエリアスナック

5739 浜松市北区細江町気賀11344-1 サンマリノ

5740 浜松市北区細江町中川5443-1 炭焼きレストランさわやか細江本店

5741 浜松市北区細江町三和147-1 モリズバーガー

5742 浜松市北区細江町気賀357-1 はまそう会館　細江

5743 浜松市北区細江町中川5903 鮨ぜん

5744 浜松市北区細江町中川5386 マリーザ浜名湖

5745 浜松市北区細江町中川7506 JAとぴあ　やすらぎホール細江

5746 浜松市北区細江町気賀273 スーパーキムラ

5747 浜松市北区細江町気賀342-3 café gaku

5748 浜松市北区細江町気賀9554-2 ㈱うおなみ

5749 浜松市北区細江町気賀11416 ギャラリーカフェ　寸座フランセ

5750 浜松市北区三ケ日町下尾奈366-1 キアラリゾート＆スパ浜名湖

5751 浜松市北区三ケ日町下尾奈200 浜名湖レークサイドプラザ

5752 浜松市北区三ケ日町都筑1170-10 福桝屋

5753 浜松市北区三ケ日町三ケ日901-1 サンメモリー

5754 浜松市北区三ケ日町宇志777-1 セレモニーホール三ケ日葬祭センター
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5755 浜松市北区三ケ日町都筑1066-1 大漁丸


