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店舗名称 店舗所在地
紅虎餃子房 浜松店 浜松市中区板屋町102番地の14
千歳 鮨KOH 庵 浜松市中区千歳町33番地の3 2F
寿し半 和楽 浜松市中区板屋町111番地の2 31F
滋味 おお田 浜松市中区中島四丁目14番4号
鮨和 浜松市中区鍛冶町2番地の7 鈴木ビル1F
和風料理 かえんろう 浜松市中区元浜町33番地の4
レストラン クレル レヴェイエ 浜松市中区鴨江三丁目13番59号
はままつ地ビールレストラン マイン・シュロス 浜松市中区中央三丁目8番1号
楓華 浜松市中区田町323番地の14KKビル2階
Club LuLu 浜松市中区田町315番地の34ウィンズ笠井屋ビルディング4階
一風堂 JR浜松駅店 浜松市中区砂山町6番地の2 JR浜松駅メイワンエキマチウエスト内

遠鉄百貨店 キャピタルコーヒー 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店 地下1階食品売場

遠鉄百貨店 カレーハウスサンマルコ 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店B1
遠鉄百貨店 鶏三和 浜松市中区砂山町320番地の2（B1）
遠鉄百貨店 たこ八 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店内
遠鉄百貨店 LOLO Centro Cafe 浜松市中区旭町12番地の1遠鉄百貨店新館6F
遠鉄百貨店 アフタヌーンティーティールーム 浜松市中区旭町12番地の1遠鉄百貨店新館1F
遠鉄百貨店 フォションカフェ 浜松市中区旭町12番地の1遠鉄百貨店新館地下1階
遠鉄百貨店 星乃珈琲 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館2F
宏城寿し 浜松市中区曳馬四丁目13番73号
美笠 浜松市中区元浜町138番地の1
レストラン 花茶屋 浜松市中区中央三丁目10番28号ホテルルートイン浜松駅東内1F

サロン卵と私 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館8F
洋麺屋五右衛門 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館8F
創作フレンチ・マリポーサ 浜松市中区海老塚二丁目3番1号
料亭 うのいち 浜松市中区中島二丁目1番9号
蒲兵 浜松市中区海老塚一丁目12番8号
BRILLANTE IL SUZUKI SALONE 浜松市中区肴町317番地の17メルカートビル1階
信州手打そば 奥村 浜松市中区鍛冶町1番地の46
The Brasserie 浜松市中区板屋町626番地2階
紅すずめ 浜松市中区板屋町683番地
山形牛焼肉 牛兵衛草庵 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館8階
中華食房 太麺屋 浜松市中区中央一丁目15番1号
トラットリア オット 浜松市中区板屋町628番地Y3ビル4階
椰子家 浜松市中区元浜町321番地の1
だんす亭 浜松市中区田町231番地の4 セリバテール日東1F
焼酎酒房 呼子 浜松市中区紺屋町306番地の43アルテッツァ1F
かに道楽 浜松店 浜松市中区田町325番地の37
オークラアクトシティホテル浜松 レストランフィガロ・シーズンカフェ 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 鉄板焼 さざんか 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 和食堂 山里 浜松市中区板屋町111番地の2
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店舗名称 店舗所在地
オークラアクトシティホテル浜松 中国料理 桃花林 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 スカイレストラン パガニーニ 浜松市中区板屋町111番地の2
ぴっとほーる 浜松市中区葵西一丁目12番7号
居酒屋 飛彈 浜松市中区千歳町10番地の1
ぱんぢぃー 浜松市中区葵西四丁目1番1号東
華々-KAKA- 浜松市中区鍛冶町15番地の13ザザシティ西館1F
にしむら 浜松市中区龍禅寺町381番地の1
スナック香文 浜松市中区十軒町144番地の1
たこりき屋 浜松駅前店 浜松市中区鍛冶町1番地の40平凡ビル1階
ダイニング ひろ 浜松市中区田町327番地の1
勢麟 浜松市中区元城町222番地の25
マーセル珈琲店 浜松市中区蜆塚一丁目3番20号の1
餃子の革命物語 浜松市中区西伊場町57番11号東-3
呉竹荘（八葉亭） 浜松市中区東伊場一丁目1番26号2F
ル・フラン／ラボラトリー 浜松市中区板屋町102番地の1
シリウス 浜松市中区利町305番地の16B1F
がむしゃら 浜松市中区肴町314番地の26松作ビル3F
うなぎ藤田 浜松店 浜松市中区小豆餅三丁目21番12号
MARK’S CAFE 浜松市中区板屋町104番地の1 D'sタワー102-1
割烹 八百吉 浜松市中区伝馬町67番地
日本料理 三須 浜松市中区田町331番地の11 Aビル2階
魚料理専門 魚魚一 浜松市中区肴町318番地の28 ペッシェビル3階
つぼ八 浜松駅前店 浜松市中区砂山町324番地の8 第一伊藤ビル2階C室
曳馬野 浜松市中区田町322番地の3
La Gienne 浜松市中区千歳町54番地の6 中央千歳ビル5階B
銀座ライオン 浜松松竹ビル店 浜松市中区肴町322番地の20 浜松松竹ビル5F
ル・ランティエ 浜松市中区板屋町651番地 吉田ビル2F
ピース 浜松市中区北寺島町210番地の1 2F
大衆酒場GYOtheMAN 浜松市中区田町331番地の3 サンステップビル1F
鳥焼もろ川 浜松市中区尾張町116番地の26
甲羅 高林店 浜松市中区高林四丁目2番12号
浜松甲羅本店 浜松市中区鴨江二丁目49番20号
ワインバーみるく 浜松市中区千歳町79番地大正ビル2F
更紗屋 浜松市中区田町325番地の10
旬菜庵 いつき 浜松市中区曳馬五丁目1番1号
味の木下 浜松市中区田町324番地の24
Din's  by  JIN DIN ROU 浜松遠鉄百貨店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館8F
酉泰別邸 浜松市中区肴町313番地の13 弁イチビル1F
鳥貴族 浜松有楽街店 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル3階
かどや高丘 浜松市中区高丘西三丁目41番19号
しまうま珈琲 幸店 浜松市中区幸一丁目4番13号
エルカミーノ タマチ 浜松市中区田町325番地の1 渥美ビル3F
エルカミーノ 佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台一丁目11番5号サーラプラザ佐鳴台C棟



店舗名称 店舗所在地
うなぎ曳馬 浜松市中区上島一丁目27番39号
バイキングレストラン ベルファサード 浜松市中区板屋町110番地の17 1F
魚きく 浜松市中区新津町12番地の1
ロビーラウンジ ラポ 浜松市中区板屋町110番地の17 1F
日本料理 四季 浜松市中区板屋町110番地の17 2F
中国料理 鳳凰 浜松市中区板屋町110番地の17 14F
串カツ くまた 浜松市中区板屋町102番地の17
東 寿司 浜松市中区領家三丁目26番3号
BAR burton 浜松市中区肴町322番地の22ぬい屋第2ビル3F
味と酒 えびいち 浜松市中区海老塚一丁目5番24号
ルート3 浜松市中区幸五丁目7番7号
Jazz Bar 不二丘 浜松市中区肴町318番地の7
JOYSOUND浜松鍛冶町店 浜松市中区鍛冶町319番地の18KOビル5F
酒肴遊善 じねん 浜松市中区田町323番地の4
浜松料理 座房 浜松市中区田町324番地の1
浜松料理 娯座樓 浜松市中区肴町317番地の15
宿下吉庵 浜松市中区板屋町111番地の2浜松アクトタワー5F
浜松餃子 錦華 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店8階
スナック ポルシェ 浜松市中区早出町1222番地の1
Ninety－Six 浜松市中区鍛冶町2番地の5徳田ビル2F東側
伊勢路 浜松市中区佐鳴台四丁目37番38号
三代目 鳥メロ 浜松有楽街店 浜松市中区鍛冶町322番地の17  1、2F
うなぎ徳 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の2 8F
うなぎ料理 あつみ 浜松市中区千歳町70番地
凛や 葵西店 浜松市中区葵西五丁目2番2号
凛や 住吉店 浜松市中区住吉二丁目8番21号
縁だこ 浜松市中区肴町317番地の13 コンドウビル
スノーウィカフェ 浜松市中区砂山町6番地の1メイワン7F
八丁蔵 浜松店 浜松市中区砂山町6番地の1コスタ東館
わいんや 浜松市中区砂山町6番地の1メイワンエキマチイースト1173号
ちゃっと 浜松市中区砂山町6番地の1メイワンエキマチイースト
おらが蕎麦 浜松メイワンビックカメラ館 浜松市中区砂山町322番地の4メイワンビックカメラ館1F
杵屋 浜松メイワンエキマチ店 浜松市中区砂山町6番地の1 メイワンエキマチイースト1F
コリアンキッチンシジャン 浜松市中区砂山町6番地の1浜松メイワン7F
浜名湖うなぎ丸浜 浜松市中区砂山町322-4メイワンビックカメラ館1F
うおかっちゃん 浜松市中区砂山町6番地の1メイワン7階
石松 JR浜松駅店 浜松市中区砂山町6番地の1
COFFE&BEER TRICO 浜松市中区砂山町6番地の1メイワンEKIMACHI EAST
遠州の松っちゃん 浜松市中区砂山町6番地の1エキマチイースト
串とも 浜松市中区砂山町322番地の4メイ・ワンビックカメラ館1F
磊 浜松市中区肴町318番地の28 ペッシェビル2F
エクセルシオールカフェ 浜松メイワン店 浜松市中区砂山町6番地の1メイワン8F
五味八珍 浜松駅ビルメイワン店 浜松市中区砂山町6番地の1メイワン7F



店舗名称 店舗所在地
HAPPY 浜松店 浜松市中区砂山町6番地の1 7F
タリーズコーヒー メイワンエキマチ店 浜松市中区砂山町6番地の1メイワンエキマチイースト
日本酒少量飲み比べの店 酒蔵 浜松市中区佐鳴台三丁目28番18号
フルーツパーラーTASTAS 浜松市中区曳馬二丁目1番1号 第二桜井ビル
朱里 浜松市中区高丘北三丁目32番31号昌栄ビル1F B
居酒屋 12か月 浜松市中区肴町314番地の25 クラウンビル2F
お好み焼き こなこな 浜松市中区早出町1025番地の1
焼鰻 中ノ庄 浜松市中区鍛冶町1番地の2｢ かじまちプラザ｣1階
KODAI 浜松市中区神明町315番地の4
鮨 料理 かみ家 浜松市中区中島一丁目10番11号
逸屋 珈琲店 浜松市中区船越町36番5号
日本海庄や ダイワロイネットホテル浜松店 浜松市中区旭町9番地の1
フランス料理 タルタル 浜松市中区早馬町3番地の8
THE HIGHMEAL DINER 浜松市中区砂山町320番地の2 遠鉄百貨店本館8F
酒菜 きおら 浜松市中区田町326番地の1マルト田町ビル4F
美酒粋料理 いなせ 浜松市中区田町323番地の11オーリットビル3F西側
うなぎ藤田浜松駅前店 浜松市中区砂山町322番地の7ホテルソリッソ浜松 2F
越後叶家 浜松遠鉄百貨店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店8F
グランドホテル浜松 料亭聴涛館 浜松市中区東伊場一丁目3番1号
グランドホテル浜松民芸割烹いなんば 浜松市中区東伊場一丁目3番1号
グランドホテル浜松中国料理 朱茂琳 浜松市中区東伊場一丁目3番1号
居酒屋 ほりかわ 浜松市中区田町330番地の1マビーセブン2F
心 浜松市中区旅籠町59番地
VANSAN ザザシティ浜松店 浜松市中区鍛冶町15番地
大衆割烹 魚だい商店 浜松市中区砂山町333番地の10
本場韓国田舎料理 明 浜松市中区葵西三丁目1番20号
焼き鳥とワイン 志ノ蔵 浜松市中区千歳町76番地の4
江南 浜松市中区千歳町87番地千歳町はなぶさビル1FA
濱松たんと田町店 浜松市中区田町330番地の1マビーセブン1F
濱松たんと有楽街店 浜松市中区肴町318番地の17 1F（FJビル）
濱松たんと浜松駅南口店 浜松市中区砂山町325番地の4 ザ・ゲンズホテル1階
濱松たんと浜松駅南口2号店 浜松市中区砂山町357番地の29
翠園 浜松市中区西伊場町61番11号1F
はまなす 浜松市中区千歳町136番地 牧田ビル1F
居酒屋 ちあき 浜松市中区千歳町81番地
DiningBar NAGIRA 浜松市中区板屋町651番地吉田ビル1F
ちゃん影 浜松市中区田町329番地の8マルマンビル1F
いずみ庵冨塚店 浜松市中区富塚町590番地の14
ジャンボカラオケ広場 有楽街店 浜松市中区肴町323番地の13
Bar ri Otto 浜松市中区鍛冶町2番地の9B.B.Bldg1F
カフェ＆レストラン レモンの木 浜松市中区高丘東一丁目2番25号
火の国庵 千歳店 浜松市中区千歳町104番地の1
牛角浜松モール街店 浜松市中区千歳町72番地の1 明治屋ビル1F



店舗名称 店舗所在地
Shisha Cafe sukima 浜松市中区八幡町18番地の2 第2平山ビル2F
口喜 浜松市中区元浜町289番地の2
Mercury 浜松市中区千歳町87番地はなぶさビル3F
株式会社 リガーレ 浜松市中区鍛冶町319番地の24 2F
炭焼あべ 浜松市中区伝馬町313番地の28
焼豚小屋 とんとこ豚 浜松市中区鍛冶町1番地の65
Unisex Bar BLEND 浜松市中区肴町318番地の4小林ビル2F
unveil 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル6階602号
Rise 浜松市中区肴町322番地の20 浜松松竹ビル7階 710号室
夜食屋らーめん民民 千歳店 浜松市中区千歳町33番地の3 1F
民民 浜松有楽街店 浜松市中区田町323番地の14 1F
cafe&bar Lolo 浜松市中区田町323番地の20プロスパービル5階
kotori 浜松市中区千歳町87番地 はなぶさビル2階-A号室
きんぐーぎどら。 浜松市中区池町224番地の2
蕎麦和房 俵 浜松市中区田町331番地の8棒屋 第3ビル1F
petit ami cafe 浜松市中区鍛冶町1番地の60 アルペンマンション1F
雪花 浜松市中区鴨江二丁目54番3号
一刻者 浜松市中区砂山町320番地の5駅前 ピースビルB1
味彩酒蔵 ひむか 浜松市中区中島二丁目20番7号
カフェレストランざぼん 浜松市中区森田町200番地の8
Pin up 浜松市中区千歳町19番地の14  109ビル2F
居酒屋 のぶ 浜松市中区元魚町32番地
スナックじゅりあな 浜松市中区小豆餅三丁目1番15号 いそのホテルB1F
ワイン食堂 くろねこ亭 浜松市中区神明町315番地の8
ゲームカフェ RE:PLAY 浜松市中区寺島町261番地 イーストメゾン1F
ちへい線 浜松市中区城北一丁目19番11号
ラウンジ GRaCE 浜松市中区千歳町58番地の2 KIYOビル2階西側
酒と惣菜 あ 浜松市中区千歳町10番地の1
アマンダンライズ 浜松市中区上島一丁目3番1号
こだわり 浜松市中区小豆餅三丁目20番8号
豚串料理 高木 浜松市中区葵東二丁目9番19号
CLUB Vilaris 浜松市中区砂山町320番地の4 City21地下1階
創作類 浜松市中区和合町3番地の39
PUB SNACK ド・リーヴ 浜松市中区高丘西一丁目25番20号
ITAYAMACHI BaR 浜松市中区板屋町612番地1F
VIVACE 浜松市中区肴町313番地の14
Lounge NOBLE 浜松市中区連尺町313番地の5 ゴールドサークル連尺3階
猫がいるカフェ Adagio 浜松市中区西伊場町47番17号
Neo HANGOVER 浜松市中区肴町317番地の19 植村屋ビル2F
居酒屋 鳥ひろ 浜松市中区寺島町258番地
CAROL 浜松市中区連尺町313番地の4
すぺいん 浜松市中区元城町218番地の8 外山ビル1F
Lounge ZORO 浜松市中区田町325番地の6 小島屋第一ビル2階中部屋



店舗名称 店舗所在地
ヒクリ WORLD SHOKUDO 浜松市中区元城町218番地の7
やきとり「おかわり」 浜松市中区新津町40番地の1 サンポートビル1F
鮨処五代目 山口屋寿司店 浜松市中区肴町316番地の44
和食さと 浜松板屋町店 浜松市中区板屋町550番地
7th street bar 浜松市中区田町315番地の30 田中屋ビル
bistro Le Fond 浜松市中区連尺町309番地の16 寺澤ビル1階東
Gold maid servant もっさ 浜松市中区利町303番地の4
ラウンジ百々 浜松市中区千歳町59番地の2 東海リースビル2F
DADA SEVEN 浜松市中区田町315番地の22  2F
麺屋 和 浜松市中区砂山町361番地の5
プレアデス田町 浜松市中区田町329番地の16
美熟女クラブ プレアデス本店 浜松市中区千歳町30番地の2 石岡ビル1階
TRANSIT 浜松市中区田町325番地の1 渥美薬局ビル1F
創屋バル OHAKO 浜松市中区幸一丁目3番17号
アジアンダイニング アーガン佐鳴台 浜松市中区佐鳴台三丁目57番18号
サイゼリヤ 浜松モール街店 浜松市中区千歳町70番地の1 funビルディング2F
末広鮨 浜松市中区砂山町360番地の6
和空間イタリアン 梨乃庵 浜松市中区曳馬六丁目13番25号
ホルモン焼き ひょうたん 浜松市中区中央一丁目16番23号 中央ビル1F
スナックアンド喫茶 マローラ 浜松市中区龍禅寺町276番地の2
ナイン ツー 浜松市中区千歳町75番地の4  1階
イタリア風料理 IL CIELO 浜松市中区上島二丁目10番1号 米澤ビル1F南
焼肉翠泉 浜松市中区海老塚一丁目9番 ハイレジデンス浜松104号
もりもりん家 浜松市中区千歳町5番地の1
アベニール 浜松市中区元目町121番地の4
酒肴楽縁 笑門 ワラカド ハママツ 浜松市中区板屋町660番地
薫子 浜松市中区肴町322番地の20 松竹ビル7階705号室
花夢 浜松市中区肴町322番地の20 浜松松竹ビル7階714号
すっぽん料理 富久竹 浜松市中区田町231番地の5
グランパ 浜松市中区千歳町19番地の16  1916八百松ビル1F東
ラウンジ 三日月 浜松市中区千歳町19番地の14  109ビル1-C
り ばーす（Re,birth） 浜松市中区千歳町26番地の5 永田石川共同ビル2階東
BAR 鐘 浜松市中区肴町318番地の26 ミュゼ肴町ビル5F
Prestige 浜松市中区千歳町4番地の2  2F
和音 浜松市中区紺屋町306番地の43
おしゃれフリーク 浜松市中区千歳町60番地
ドーベル 浜松市中区千歳町32番地 ヴィラージュビル4F
祇園 Restaurant&K.Bar 浜松市中区肴町316番地の38 尾越ビルイキシア2F南側
OCB 浜松市中区田町329番地の8 マルマンビル2F
Casual Snack K 浜松市中区千歳町4番地の2 1F
おもてなし酒場 助 浜松市中区上島一丁目26－19
snack KONOHA 浜松市中区千歳町35番地の3 アオイビル4階403号室
マッドフロウ 浜松市中区葵東二丁目11番20号



店舗名称 店舗所在地
達の子 浜松市中区佐鳴台四丁目22番5号 大石店舗1号
アソビストロシェルター 浜松市中区新津町40番地の1 サンポートビル1F
コーヒーベリー 浜松市中区菅原町12番22号
snack 舞李栖 浜松市中区千歳町43番地の6 エスワンビル2F
おばんざいえん 浜松市中区千歳町102番地 クラシキビル1F
和風バル 志道 浜松市中区木戸町13番地の1 エムケー木戸1階西
だいだい 浜松市中区千歳町76番地の3 カノンビル3F
桜香 浜松市中区千歳町19番地の1 太宰ビル2F
宙・和楽房 浜松市中区板屋町666番地 ロイヤル板屋1F
琥珀 静岡浜松店 浜松市中区千歳町128番地 1F
snack dining 心 浜松市中区神明町218番地の14 コスモ第6ビル3階305号
炭焼処 とことん 浜松市中区神明町315番地の9
割烹 かとう 浜松市中区千歳町81番地
ZOOT HORN ROLLO 浜松市中区成子町56番地2階
やき兵衛 浜松市中区鹿谷町35番16号
Loa makana 浜松市中区池町221番地の15
居酒屋 蓮華 浜松市中区助信町41番1号
Lepalier 浜松市中区連尺町309番地の16 寺沢ビル2F東
立ち呑み LA・JANN 浜松市中区田町330番地の11
HPCスペース 浜松市中区千歳町34番地 千多ビル4F
GLITTER 浜松市中区萩丘二丁目27番15号
スナック りん 浜松市中区田町322番地の6
Bero Bar 浜松市中区千歳町24番地の1 ジュンワンビル1階B-B
Bar Arnest 浜松市中区田町316番地の26  1F
ちちんぷいぷい 浜松市中区池町221番地の13
ohana 浜松市中区高丘北一丁目32番21号 サンタウン店舗D店
ケイズカフェ 浜松市中区元城町218番地の1
釣天 浜松市中区中沢町69番1号
D-believe 浜松市中区肴町319番地の35 山彦ビル2F
食飲室 濱しょう 浜松市中区田町325番地の5
8FEET 浜松市中区砂山町325番地20水谷ビルB1F
居酒屋 えぷろん 浜松市中区高丘北三丁目7番1号 C号室
スナック マシェリ 浜松市中区富塚町1520番地の3
ニクバルダカラ 浜松有楽街店 浜松市中区肴町322番地の1 ぬい屋ビル1階
宮崎県日南市じとっこ組合 浜松モール街店 浜松市中区千歳町73番地の2 1F
フジヤマ55 浜松中央店 浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ中央館1階
エックスジー 浜松市中区田町323番地の9 コネクト第3ビル5階
ルナージュ 浜松市中区利町310番地の1 カーサTOGIMACHI 1Ｆ
スペーシア 浜松市中区砂山町357番地の1(2F)
スナック 涼子 浜松市中区曳馬四丁目1番8号
K&M's 浜松市中区富塚町3002番地の2
ほろ酔い村 映里砂 浜松市中区肴町317番地の9 間渕ビル3F
Bar Ajito 浜松市中区連尺町307番地の11 笠原ビル2F



店舗名称 店舗所在地
Avanti 浜松市中区千歳町126番地の2  807ビル1F
焼肉料理 食道園 上浅田町店 浜松市中区上浅田一丁目3番26号
スナック PUUR 浜松市中区千歳町48番地の14  2F
Sport&Music Bar Underground 浜松市中区肴町318番地の18 八千代ビルB1F
Pretty G 浜松市中区千歳町72番地の1明治屋ビル2階
あかし寿司 浜松市中区鍛冶町100番地
SAKURA 浜松市中区小豆餅三丁目15番3号 1階東側
Executive Lounge NOW 浜松市中区肴町322番地の1ぬい屋ビル2階
いな穂 浜松市中区海老塚一丁目7番5号
Prouve 浜松市中区田町327番地の24
新風一会 浜松市中区十軒町145番地の1
旬鮮 永谷 浜松市中区元浜町133番地
Choco 浜松市中区小豆餅三丁目15番3号
ホルモン・チャーシュー KEN 浜松市中区田町316番地の22
お好み焼き こころ 浜松市中区住吉1丁目16番14号
真子 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビル 1-A
アメオト舎 浜松市中区上島二丁目25番15号北側
肉料理ひなた 浜松市中区佐鳴台六丁目10番20号
Mega Kebab zaza city浜松 浜松市中区鍛冶町100番地の1ザザシティ浜松中央館1階
スナックまこ 浜松市中区葵東二丁目5番2号
麺屋はやたろう上島店 浜松市中区上島一丁目25番1号
ジャズベリー カフェ 浜松市中区板屋町673番地A-BIA・BLD1F
Global City 浜松市中区千歳町6番地コートクビル2階4号室
CLUB8 浜松市中区千歳町町23番地コネクト第7ビル2階
酒場ブーザー 浜松市中区田町315番地の23
メイワン エキマチウエスト 花の舞 浜松市中区砂山町6番地の1
カラオケ喫茶 なんちゃん 浜松市中区高丘北三丁目6番10号
焼肉満月 浜松市中区佐鳴台六丁目6番6号
La Lanterna 浜松市中区下池川町33番9号
レストランエピファニー 浜松市中区佐鳴台2-21-26
ミサ 浜松市中区海老塚一丁目3番4号
千鳥寿司 浜松市中区中央二丁目11番17号
手打ち蕎麦屋のこんくらい 浜松市中区板屋町101番地の4 2F南
くる de LIGHT 浜松市中区鍛冶町1番地の59鍛冶町10丁目PEビル2F
麺屋はやたろう 佐鳴台本店 浜松市中区佐鳴台六丁目6番10号
とんかつ専門店かつ一 浜松市中区佐鳴台六丁目10番17号
炭焼きレストランさわやか 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の28階
菊ひろ寿司 浜松市中区高丘北三丁目7番1号
スナック てっぺん 浜松市中区海老塚1丁目-9番ハイレジデンス浜松102
食彩酒房ほったらかし 浜松市中区西伊場町47番9号パビリオンアオシマ1F
COROCOROcafe 浜松市中区中島1丁目25番9号
INDIAN RESTAURANT THAPA 浜松市中区幸一丁目1番47号
憩い処 粋人 浜松市中区鴨江三丁目29番地25 1号室



店舗名称 店舗所在地
いろとり鶏 浜松市中区鍛冶町2番地の5徳田ビル1F
お寿司屋 にい山 浜松市中区葵西四丁目1番1号
スナック花 浜松市中区千歳町28番地高田ビル2F
美酒・創菜ダイニング寧々家浜松駅前モール街店 浜松市中区鍛冶町503番地の4松菱通りB-2ビル1F
じゃんず 浜松市中区神明町315番地の7
元浜酒場 浜松市中区元浜町230番地の3ロイヤルマンション元浜106
やまろく 浜松市中区浅田町349番地
夢乃屋 浜松市中区葵西四丁目28番17号
dining bar Buon' agio 浜松市中区田町323番地の11オーリットビル1F西側
氷箱里 浜松市中区板屋町628番地Y3ビル5階
和食処 あつみ 浜松市中区高丘西四丁目9番18号
珠喜 浜松市中区平田町63番地
睡蓮 浜松市中区千歳町48番地の15 2階202
炭火焼鳥 だいち 浜松市中区元城町218番地の9
天はる 浜松市中区富塚町3003番地の2
小料理ふじ 浜松市中区千歳町42番地の1の2
肉のラク 浜松市中区肴町316番地の39
京丸 浜松市中区佐鳴台四丁目9番13号
肉匠坂井 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台一丁目6番21号
BONDSEVEN 浜松市中区連尺町313番地の5 ゴールドサークル連尺4F
五十八 浜松市中区葵西三丁目16番78号
JAZZ SPOT analog 浜松市中区田町325番地の1 渥美薬局ビル2F
おぼんdeごはん 浜松遠鉄店 浜松市中区砂山町320番地の2本館8F
かのうー協ー 浜松市中区千歳町22番地杉本ビル1F中央
りんくるカフェ 浜松店 浜松市中区千歳町77番地マブチビル2F
G-CODE 浜松店 浜松市中区千歳町78番地の2久保田ビル1F
TEDDYBOY 浜松市中区海老塚町1番地の40 マツヤビル1F
Dior 浜松市中区千歳町12番地
夢中国 浜松市中区千歳町23番地 東海ビル1階
加和奈 浜松市中区小豆餅四丁目7番28号
安曇野 浜松市中区田町331番地の11 西側1F
そば切 俺庵 浜松市中区鍛冶町320番地の7
ガスト 浜松住吉店 浜松市中区住吉一丁目41番14号
ガスト 浜松相生店 浜松市中区相生町7番21号
スナック しあわせ 浜松市中区高丘北一丁目38番9号
善知鳥～やすかた 浜松市中区肴町318番地の1 K・Iビル3階
グラヴィーテ 浜松市中区鴨江二丁目41番17号エンブレム鴨江1階中
609 浜松市中区小豆餅ニ丁目9番11号1階
コミュニティカフェ紡（つむぎカフェ） 浜松市中区城北三丁目3番40号
セレブプレイス ルダン 浜松市中区千歳町41番地の3 1階
餃子 夢 浜松市中区高林五丁目1番15号
マルセ 浜松市中区田町328番地の2第2高見ビル2F東
SUP 浜松市中区池町225番地の19



店舗名称 店舗所在地
真理恵 浜松市中区千歳町121番地2F
Poan 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビル2階F
ステーキガスト 浜松東田町店 浜松市中区東田町36番地の1
Naan center 浜松市中区向宿二丁目25番25号
喫茶去 新八 浜松市中区千歳町6番地コートクビル2階5号室
ESPERANZA 浜松市中区鍛冶町319番地の6コスモ第2ビル4F
さくらん 浜松市中区肴町314番地の26松作ビル2F
ビストランテ  ウニコ 浜松市中区鴨江二丁目53番12号
あまえん坊 浜松市中区小豆餅一丁目5番22号
スナック まい古亜良 浜松市中区高丘北三丁目7番1号
居酒屋 八竹 浜松市中区高丘北一丁目3番33号
Lavon 浜松市中区海老塚二丁目15番1号
らーめん海山 浜松市中区城北二丁目18番10号
牛角 和合店 浜松市中区和合町193番地の8
お好み焼きカフェ カモノハシ 浜松市中区幸一丁目12番41号
えびすだいこく α 浜松市中区砂山町324番地の18 1F
ワインハウスベリーA 浜松市中区千歳町103番地
SNACK Peace 浜松市中区田町322番地の13ランプ横丁2F
BELLINOA 浜松市中区肴町322番地の20 浜松松竹ビル7階706号
元町珈琲浜松西伊場の離れ 浜松市中区西伊場町44番16号
スナック マンゴ 浜松市中区萩丘一丁目6番19号
Sylph 浜松市中区神明町218番地の15ワイズビル2階
インドネパール料理ナンカレー 鍛冶町通店 浜松市中区伝馬町312番地の19
イタリア料理 ラカーサ 浜松市中区神明町315番地の16メゾンゆりの木1F
加賀料理 青葉 浜松市中区鴨江四丁目28番1号
Basso鍜冶庵 浜松市中区鍛冶町319番地の24
金杖 浜松市中区千歳町19番地茶ばしらビル2F
煌 浜松市中区幸一丁目9番17号 1F
stylish bar Classy 浜松市中区鍛冶町319番地の14アダムビル2階
BLOW 浜松市中区田町224番地の27イザット第2ビル4階
海鮮居酒屋 とも 浜松市中区茄子町350番地の8
飛龍 浜松市中区田町331番地の3 サンステップビル4F
カナリア 浜松市中区鍛冶町15番地の10
LaLaカレー 浜松 浜松市中区肴町312番地の12
kiki CAFE&BAR 浜松市中区早馬町3番地の1天池館1F
和食れすとらん天狗 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台六丁目5番10号
和食れすとらん天狗 浜松船越店 浜松市中区茄子町354番地の4
別所 浜松市中区鍛冶町320番地の20有楽ビルB1
札幌ラーメン どさん子150号店 浜松市中区向宿二丁目5番2号
北留 浜松市中区曳馬五丁目23番33号
CHER 浜松市中区鍛冶町320番地の20有楽ビル2階西
aquarium lounge響 浜松市中区鍛冶町15番地の8鍛冶町貸店舗1階2-5
ラウンジｉｆ 浜松市中区田町329番地の11 ナノビル3Ｆ



店舗名称 店舗所在地
割烹 大和 浜松市中区砂山町347番地の13 トキワビル1Ｆ
喜久屋 浜松市中区葵東一丁目11番12号
ココス 浜松高林店 浜松市中区高林五丁目8番15号
BAR くるんてーぷ 浜松市中区田町231番地の4 
美酒佳肴 小春 浜松市中区高丘東四丁目1番6号
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松西インター店 浜松市中区高丘西四丁目4番21号
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松柳通り店 浜松市中区船越町39番1号
RABBIT CAFE 浜松市中区高丘西一丁目14番5号 内田ビル１階 
フィリピンパブ  Millennia 浜松市中区千歳町34番地 千多ビル5階
りびんぐ 浜松市中区肴町312番地の12アンセットビル2F
魚菜屋 つく田 浜松市中区早出町1200番地の11
うさぎ庵 浜松市中区上島五丁目7番30号
リストランテ イル マルカンポ 浜松市中区助信町10番8号1F
Karaoke 586NAMI-Bar 浜松市中区砂山町356番地の11
Casual ber 88 浜松市中区肴町322番地の20 浜松松竹ビル7階716号室
Pub Noel 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル502号
スナック クロスロード 浜松市中区高丘北二丁目53番5号キャステルMTK
HOLIC 浜松市中区肴町313番地の9 サンアルスビル中1階
La Pullman Caffe 浜松市中区板屋町101番地の4地研ビル板屋町1F南
美茂樹 浜松市中区佐鳴台四丁目22番5号
いずみ庵 三方原店 浜松市中区葵西二丁目3番1号
BAR RUOKA 浜松市中区泉二丁目4番24号
Fiore 浜松市中区北寺島町102番地の3
SWAN 浜松市中区千歳町61番地の3
MC SOUND 浜松市中区千歳町61番地の3杉田ビル2階
華月樓 浜松市中区小豆餅二丁目7番18号坂口ビル1階
CAT'S 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル601号
ランブリンボーイ 浜松市中区千歳町87番地の2
きまぐれDining ばっしらいん 浜松市中区砂山町353番地の1ホテルアセント浜松1F
シェリーズ キッチン 浜松市中区南浅田二丁目17番8号
Shhh...cret Hideout Bar B.B.B. 浜松市中区下池川町30番5号
Lounge Pienu 浜松市中区千歳町34番地千多ビル2階
ファリーナFarina 浜松市中区佐鳴台四丁目9番13号
MARIA 浜松市中区鍛冶町321番地の16
お庭のはなれ 浜松市中区葵東2丁目11番20号
とっちゃば 浜松市中区肴町316番地の38尾越イキシアビル1F
まつや 浜松市中区領家三丁目10番7号
西京焼きと酒とBar omiso 浜松市中区肴町316番地の38尾越IXIAビル地下1階南側
Moko 浜松市中区高丘北三丁目32番31号 昌栄ビル1階A号室
まつい 浜松市中区元浜町133番地
炉ばた焼 よいち 浜松市中区葵東二丁目8番22号オルフィスマンション101・102

仙ちゃん 浜松市中区和合町936番地の332
有限会社 曳馬寿し 浜松市中区曳馬五丁目6番41号



店舗名称 店舗所在地
りょうぶん橋を渉って 浜松市中区板屋町110番地の17
Vin-quatre 浜松市中区千歳町19番地 藤田貸店舗2階
べったくDINING月のうさぎ 浜松市中区板屋町100番地の1 1F
鮨 泉水 浜松市中区板屋町2番シティータワー浜松109-2
猪八 浜松市中区旭町10番地の8浜松駅前ビル1F
BAR KAZE 浜松市中区鍛冶町321番地の19
じゅーしぃー 浜松市中区神明町218番地の15ワイズビル１F
紬 浜松市中区高丘東三丁目46番16号102号
アスール 浜松市中区田町315番地の22
くらぼらとりー 浜松市中区成子町138番地の2デルフィオーレ1階
Heart Ring 浜松市中区千歳町30番地アベビル2F
パブ しるふれい 浜松市中区肴町312番地の16 2F
スナック 亜樹 浜松市中区葵東二丁目5番10号
中華そば 海 浜松市中区高丘北三丁目7番3号西3
Lounge Anne 浜松市中区千歳町５８番地1-の2娯楽屋後道ビル2-5号
Cafe Birichina 浜松市中区曳馬五丁目1番26号
IRIS 浜松市中区千歳町59番地の3べラミビル1F
Lounge Diva 浜松市中区田町323番地の6田町Y2ビル4階・東側
BAILA 浜松市中区連尺町313番地の5ゴールドサークル連尺5階
petit RUOKA 浜松市中区和合町207番地の13
Lapis 浜松市中区肴町318番地の19 ハマエイビル1F
777 中華料理 蘭州拉麺 浜松市中区鍛冶町320番地の20有楽ビル2階
アゲート 浜松市中区千歳町126番地千歳カノンビル3F
REGoLITH 浜松市中区肴町319番地の4 OKビル2階
スナック ライブラ 浜松市中区葵東二丁目4番16号
まかしょお 浜松市中区向宿三丁目10番3号
東勝軒マルヒデ 浜松店 浜松市中区向宿二丁目8番7号
居酒屋 大五郎 浜松市中区泉三丁目10番8号
中華料理店 萬来 浜松市中区富塚町2148番地の1
bistro a table 浜松市中区富塚町2299番地の3
酒蔵 ゑびす 浜松市中区板屋町110番地の17ホテルクラウンパレス浜松地下1階

炭焼き克 浜松市中区領家二丁目5番24号
そば処 東京屋 浜松市中区西伊場町58番12号
ELEPHANT 浜松市中区神明町315番地の6
紅樹 浜松市中区千歳町100番地の1パーフェクトセントラルビル2F
２ぐらんま 浜松市中区田町324番地の17 2Ｆ
スナックあうん 浜松市中区肴町318番地の9
いさんのキッチン 浜松市中区千歳町75番地かき美ビル1F
マ メゾン イシグロ 浜松市中区元城町222番地の25アルスビルA-5（2F東側）
やきとり大樹 浜松市中区田町331番地の9マルケンビル1F
中華居酒屋 渚 浜松市中区萩丘三丁目2番20号
浜名屋食堂 浜松市中区利町305番地の1
春夏秋冬 浜松市中区早出町1027番地の2



店舗名称 店舗所在地
城下 田はら 浜松市中区尾張町116番地の2
とんかつ 佐藤 浜松市中区千歳町43番地
鎌倉パスタ 浜松中沢店 浜松市中区中沢町83番1号
びぎ屋 浜松店 浜松市中区鴨江三丁目29番20号
スペイン厨房tio akira 浜松市中区高丘東五丁目31番21号
手作り餃子 おたゑ 浜松市中区早出町1244番地の3
Area 浜松市中区肴町318番地の23中村ビル2階
日本料理 日の出 浜松市中区千歳町19番地
アーセンティア迎賓館 浜松 浜松市中区船越町33番15号
ビスケットタイム 浜松市中区鴨江二丁目50番16号1階東
アーセンティア迎賓館 浜松 浜松市中区船越町33番15号
かわい 浜松市中区海老塚一丁目15番5号
Bar 鳥井 浜松市中区田町331番地の12 1F南
鉄板焼 雅 浜松市中区元目町120番地の11
グリチネ 浜松市中区常盤町143番地の24 1階
喫茶 飛行船 浜松市中区千歳町74番地の6 1F
桃園～浜松の中国料理店～ 浜松市中区和合町220番地の1390
DAVAO 浜松市中区砂山町340番地の10アダチビル1F
株式会社 マルヤ 浜松市中区北寺島町213番地の11
G-SIDE 浜松市中区田町327番地の27大蔵ビル3F
livre 浜松市中区砂山町327番地の2バードビル3階
キャトルセゾン浜松 浜松市中区田町223番地の21
VILLAGE 浜松市中区鍛冶町320番地の17くろかねや鍛冶町ビル2F
Bar Tunnel 浜松市中区常盤町2番地の5二美ビル2F
麺屋 しばた 浜松市中区小豆餅一丁目9番16号ディアハイム1号室
お祭り満坊 浜松市中区北寺島町211番地の17
焼鳥 鳥ばっちり 浜松市中区肴町318番地の23 1F
Bar Pane-LA 浜松市中区田町327番地の27大蔵ビル5F
麟 浜松市中区千歳町42番地の1
しゃぶしゃぶ 縁 浜松市中区連尺町313番地の31連尺クローバービル201
meat & bar Tab. 浜松市中区元城町109番地の12
トラットリア ドッピオ 浜松市中区早出町1213番地の9
HOLOLIGHT BAR 浜松市中区鍛冶町321番地の21
ふくろう 浜松市中区葵西一丁目12番7号
カフェ＆バー サントス 浜松市中区板屋町2番地シティータワー浜松103
おかむら 浜松市中区千歳町79番地 大正ビル1F
33 浜松市中区船越町25番15号
彩席 かわかみ 浜松市中区肴町318番地の16かわかみビル1階
カレーハウス ブータン 浜松市中区鍛冶町320番地の8
奏 浜松市中区鍛冶町15番地の12
陣笠 浜松市中区野口町580番地の2
かつや 浜松西インター店 浜松市中区西丘町194番地の2
THE ABBEY CHURCH(アビー・チャーチ) 浜松市中区中央一丁目8番3号



店舗名称 店舗所在地
焼鳥はだし 浜松市中区佐鳴台二丁目16番16号名倉店舗2号室
しゃぶしゃぶ温野菜 浜松千歳店 浜松市中区千歳町39番地39ビル3階
季節料理 遠州 ひでや 浜松市中区元城町218番地の7プチクラブ内
ひでぢ 浜松市中区高丘北三丁目6番10号
おきなわ家 浜松市中区中島1丁目30番地13号
mode 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル604号
No Name Bar 浜松市中区鍛冶町319番地の45
おでん居酒屋 まるいち 浜松市中区上島一丁目26番19号
Luxury Space Lalah 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル6階
ACE BAR 浜松市中区伝馬町312番地の20殿岡ビル2階
トミー 浜松市中区肴町322番地の20松竹ビル7階709号
DINING 壱之家 浜松市中区田町132番地の25
まる知 浜松市中区旅籠町29番地の1
アラミス 浜松市中区千歳町48番地の15 102
Relish 浜松市中区千歳町35番地の3 アオイビル4階402
Bar Nalu 浜松市中区田町323番地の3 アダムビル2階
食事処 はせがわ 浜松市中区北田町128番地の6
プラナリア 浜松市中区神明町218番地の14コスモ第6ビル1F
Feel space 瑠巳 浜松市中区田町324番地の18コスモ第7ビル1F
炭火焼肉 炎蔵 浜松市中区和合町936番地の503
道頓堀 せいけ 浜松市中区佐鳴台三丁目34番12号
日本酒バル無一物 浜松市中区上浅田二丁目2番7号モンブランマンション1-A
Lounge ORCHIS 浜松市中区千歳町106番地の10 2階
platinum 浜松市中区田町330番地の16メイデンビル2F
ニューハーフ「D」バーActive 浜松市中区肴町318番地の9鷲津屋ビル2階
Green  Green 浜松市中区千歳町120番地天馬ビル2F
KUSHIYAKI DAICHAN 浜松市中区肴町318番地の1 K・Iビル1階
#THE LOFT 浜松市中区肴町316番地の51 2F
GLOVE 浜松市中区千歳町54番地の1 1F
makan 浜松市中区上島二丁目1番1号山口貸店舗中号室
銀屋 浜松市中区田町323番地の5間部ビル1Ｆ
木曽路 浜松柳通店 浜松市中区船越町33番20号
GAIN 浜松市中区田町323番地の9コネクト第3ビル4F
アクターズ 浜松市中区肴町313番地の11田島ビル2F
MODE 浜松市中区千歳町58番地の2KIYOビル2F
更科 浜松市中区高丘東三丁目6番48号
梅香苑 浜松市中区鹿谷町38番35号
Cat 浜松市中区池町225番地の35
麺屋 真 浜松市中区高丘東一丁目3番18号
花暖れん 浜松市中区千歳町125番地
レストラン リバーシ 浜松市中区広沢三丁目25番12号 花菱ビル1階
蕎麦忠 浜松市中区高丘東3丁目2番6号
運命分析学・手作り雑貨・小さな食堂 笑眞堂 浜松市中区砂山町357番地の19



店舗名称 店舗所在地
LaLa 浜松市中区小豆餅三丁目29番7号
THE TOP TEN 浜松市中区元浜町293番地新日本観光開発ビル3階
日本料理 百戦錬磨 浜松市中区元城町222番地の25アルスビル1FA1
呑み食い処 旬 浜松市中区富塚町1509番地の2
ごえん 浜松市中区千歳町104番地の2
Suma-Spoon 浜松市中区鍛冶町100番地の1ザザシティ1F 中央館
あげいん 浜松市中区小豆餅一丁目8番27号
GRINDHOUSE 浜松市中区池町225番地の2
ROOK 浜松市中区板屋町102番地の1 2F
旬彩ラウンジ HATSUNE 浜松市中区肴町315番地の41
トラベルカフェ ターミナル 浜松市中区池町221番地の2 1F
Kimagure処 浜松市中区鍛冶町1番地の59鍛冶10丁目PEビル1F
餃子の源さん 浜松市中区高丘西三丁目8番5号
くらぶ宝子 浜松市中区千歳町61番地の11大村ビル1F
snack Aqua Jewel 浜松市中区田町316番地の23ブルーノアビル1F
なとり 浜松市中区千歳町54番地の1
executive-bar ROYALE 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビル1階1-D
スナック あさの 浜松市中区神明町223番地の33 ワールドプラザ浜松201号室

LOCOS 浜松市中区高丘東三丁目46番16号ヴァン・ティ・アン1F
菓子巧房 ほほえみ 浜松市中区蜆塚三丁目17番7号
A.I. 浜松市中区田町327番地の27大蔵ビル1F
夢川 浜松市中区千歳町82番地 八木ビル1階西側
京料理 九花 浜松市中区松城町106番地の14
テッパン酒場 樹生 浜松市中区北寺島町210番地の2 新大邦ビル101号
お好み焼き 飛騨 浜松市中区上島一丁目26番12号
Casual  Bar Grazie 浜松市中区肴町319番地の2気賀亭ビル1階
ミス Reiko 浜松市中区神明町223番地の33  2F
Blue Bee 浜松市中区板屋町2番地の107
THE ORIENTAL TERRACE 浜松市中区佐鳴台六丁目8番30号
バー 呼蝶 浜松市中区領家三丁目12番38号
スシロー 浜松幸店 浜松市中区幸二丁目2番1号
スシロー 浜松西丘店 浜松市中区西丘町201番地
HOTEL LiVEMAX 浜松駅前 浜松市中区鍛冶町1番地の2かじ町プラザ6F
HONESTY 浜松市中区肴町318番地の25
Victoria Court 浜松市中区千歳町81番地 成都ビル2階
酒とつまみとキーマカレー ぼたん 浜松市中区千歳町19番地の16八百松ビル1F西
Bar Tiara 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松702
和牛と魚貝 おへそ 浜松市中区肴町318番地の27YKビル2F
スナック たじま 浜松市中区元魚町133番地
JoA 浜松市中区千歳町32番地 ヴィラージュビル5F-B
海話室 THE BOON 浜松市中区田町316番地の18
インデコ カフェ 浜松市中区中島二丁目27番3号
一作 浜松市中区田町316番地の17



店舗名称 店舗所在地
居食屋 どん楽 浜松市中区葵東二丁目23番13号
SEELE 浜松市中区肴町312番地の12
アルカディア 浜松市中区佐鳴台二丁目11番16号
美魔女 club Dari 浜松市中区肴町318番地の3コスモ第3ビル4階
RIVER GRASS 浜松市中区葵東二丁目10番28号
きまぐれ屋 浜松市中区和合町221番地
Mistisa 浜松市中区肴町316番地の38イキシアビル3階
真鯛のだししゃぶ・五徳料理 しんせ 浜松市中区千歳町76番地の5Yビル1階
いなぐとおごじょ 浜松市中区肴町316番地の40桝形ビル1F
うな文 浜松市中区元浜町32番地の8
LEON 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビル2-E
海山 浜松市中区西丘町861番地
うっかり友蔵 浜松市中区田町330番地の1マビーセブンビル5階
パイナップル 浜松市中区田町330番地の1マビーセブンビル7階
おんぶにだっこ 浜松市中区田町324番地の18コスモ第7ビル 5階
ラーメン酒場 浜松市中区領家二丁目23番20号
ダイニングキッチン リモーネ 浜松市中区元城町117番地の19
Xgarden first 浜松市中区田町323番地の9コネクト第3ビル5階
スナック ジュエル 浜松市中区海老塚一丁目7番17号オスカーマンションT-1
Glass Heart 浜松市中区千歳町26番地の1 2階西側
Diningbar ChillWood 浜松市中区肴町316番地の32 2F
CLUB ALICE 浜松市中区田町323番地の20プロスパービル3階
珈琲専心 粋庵 浜松市中区板屋町101番地の22小川ビル2F 206号室
創爽食菜房 だんざ 浜松市中区曳馬五丁目1番12号富士ユウト―ビル1F102
くーす 浜松市中区領家二丁目5番24号
マタハリ カフェ 浜松市中区旭町11番地の3旭町角ビル2F
電車でGO 浜松市中区田町224番地の29イザットビル3階
スナック 純 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル5F504号室
オモニ 浜松市中区伝馬町311番地の4
ワインバー 輪 浜松市中区肴町318番地の26ミュゼ肴町ビル2階
沖縄パーラー 遊び庭 浜松市中区池町225番地の1アサヒビル1F
ティルナノーグ 浜松市中区田町329番地の8マルマンビルB1
むつぎく 浜松市中区砂山町356番地の5
百里 浜松市中区肴町318番地の24
カラオケカフェ とまと 浜松市中区高林五丁目9番5号
有限会社 浜膳 浜松市中区鴨江町21番地
ゴールデンバニスター 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル7階704号
D3 浜松市中区鍛冶町2番地の1丸鈴ビル5階
ZERO ONE 浜松市中区田町323番地の9コネクト第3ビル2F
YATAI家 浜松市中区千歳町76番地の5Yビル1F
FETISH BAR CHAOS 浜松市中区元城町222番地の25アルスビル2F西
和食バル ふくろう 浜松市中区鍛冶町320番地の23Q:FACEビル3Ｆ
お好み焼 大石 浜松市中区相生町19番地の8



店舗名称 店舗所在地
ROB'S NIGHTCAP 浜松市中区板屋町101番地の2  2F
お家カフェ きっさこ 浜松市中区和地山二丁目21番16号ガーデンコートTM和地山101号室102号室

ラフェスタ La FESTa 鴨江店 浜松市中区鴨江三丁目11番3号
ラフェスタ La FESTa 板屋町店 浜松市中区板屋町104番地の1
ate Mai's place 浜松市中区千歳町19番地の7
Savigny 浜松市中区田町331番地の11Aビル4F
おうさま居酒屋 浜松市中区名塚町40番地
大鮮寿司 浜松市中区幸一丁目1番40号
Ｉ'll 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松603
季節料理 美山 浜松市中区高丘東1丁目10番56号 
どっこいしょ 浜松市中区砂山町344番地の2
Ren 浜松市中区神明町218番地の14コスモ第6ビル302
ビリヤード HERO 浜松市中区高丘西二丁目31番2号
Square 浜松市中区田町323番地の14三岩ビル5F
Exceed 浜松市中区鍛冶町320番地の20有楽ビル4F
ヒマルパレス 浜松市中区高丘東二丁目12番28号
ぴっころ 浜松市中区成子町169番地の3
AMERICANO 浜松市中区瓜内町806番地の1
HIGH-ROLLER 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル503号
HIDE-OUT 浜松市中区肴町316番地の44 2階
ダイニング 司 浜松市中区肴町319番地の46赤とんぼビル1F
池めん 浜松店 浜松市中区葵西二丁目16番3号
味匠 天政 浜松市中区葵東二丁目14番17号
パブラウンジ CHAGE 浜松市中区砂山町325番地の20水谷ビル地下1階C号室
IL boschetto 浜松市中区広沢三丁目27番9号 秋葉ビル1F
グラン・ブルー 浜松市中区佐鳴台一丁目15番24号ゼンシンビル1FB
pagi 浜松市中区田町324番地の22馬淵ビル3F
Casual Bar HIYOKOYA 浜松市中区田町331番地の10 2階東側
ROBA NO MIMI 浜松市中区萩丘三丁目9番30号
すなっく SAND BEIGE 浜松市中区鍛冶町15番地 1F16号室
Designer's Club Win 浜松市中区鍛冶町320番地の20有楽ビル5階
浜松田町ノ酒処 永 浜松市中区田町316番地の28相曽ビル２F
本家 酒夢来 浜松市中区肴町318番地の3コスモ第3ビル1Ｆ
EXE Hamamatsu 浜松市中区田町327番地の27
クッチョロ 浜松市中区富塚町4710番地の2
ロッテリア 浜松幸店 浜松市中区幸四丁目1番11号
Free Bar BOGEY 浜松市中区肴町318番地の2 肴町イケヤビル1階
Cafeいすず 浜松市中区上島二丁目15番11号
Turkish Kitchen 浜松市中区伝馬町310番地の8 IMOビル1階
ラウンジ 英夢 浜松市中区千歳町19番地の1太宰ビル1F
鉄板焼 あつみ 浜松市中区千歳町90番地1F南
Livehouse MESCALiN DRiVE 浜松市中区旭町10番地の23 Ｂ1
中国料理 四川老 浜松市中区西丘町954番地の3



店舗名称 店舗所在地
NIEU QUAN ベトナム料理 浜松市中区連尺町309番地の16TERAZAWAビル二階
スパ１世 佐鳴台 浜松市中区佐鳴台四丁目36番18号
クラブ 四季 浜松市中区千歳町47番地の6 1階1-A
BAR SWITCH 浜松市中区鍛冶町322番地の12
クラブ四季別邸 雨柳 浜松市中区千歳町54番地の5
中華料理 源 浜松市中区萩丘二丁目21番4号
旬菜処 まさ彦 浜松市中区塩町14番地水のビル1F
遠州屋 浜松市中区鴨江四丁目18番18号
蒼月 浜松市中区千歳町126番地 千歳カノンビル1階
兜 HANARE 浜松市中区千歳町58番地の1の2呉楽屋後道ビル1-2号
インド食堂 アサ 浜松市中区幸一丁目13番20号
HALELANI 浜松市中区東田町35番地の17
UOTEN 浜松第一通り店 浜松市中区田町329番地の12
バードキング3rd 浜松高丘店 浜松市中区高丘東一丁目1番32号
八千代 浜松市中区肴町318番地の18
PASSION 浜松市中区田町331番地の13小澤第一ビル2階北
株式会社 浜田山 浜松市中区高林一丁目8番1号松本マンション103号室
夜灯 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル4F404
炭火焼き鳥dining らん 浜松市中区肴町313番地の11田島ビル1F
haunt 浜松市中区北寺島町210番地の1
和創酒楽 なかがわ 浜松市中区砂山町340番地の10アダチビル1階西
イタリアンダイニング カリメロ 浜松市中区野口町218番地の5
おばんざいBar 一了 浜松市中区肴町312番地の8新駒ビル1F
カルダモン 浜松市中区砂山町324番地の11
smoker planet 浜松市中区三組町44番地の1
アミューズメントバー nice 浜松市中区鍛冶町320番地の20三階
シュガー&スパイス 浜松市中区早出町851番地の2
台湾料理 麒馨 浜松市中区幸一丁目14番7号
宏松 浜松市中区幸三丁目5番17号
広島お好み焼き 寅さん 浜松市中区千歳町104番地
バードキング2nd 浜松田町店 浜松市中区田町324番地の14
NAN CURRY 浜松市中区鴨江三丁目67番14号
999小籠包 浜松市中区高丘北1丁目47番20号
酒処 きたの 浜松市中区泉二丁目1番26号
Choupana 浜松市中区住吉三丁目23番地の23
サモワァール 浜松市中区平田町58番地の1
Dining&Bar Any 浜松市中区高林二丁目13番21号
Nosso Bar 浜松市中区高丘西二丁目35番33号スギモトビル1F
ラウンジ 夜会 浜松市中区千歳町60番地ベラミビル3階
フォンタナ 浜松市中区砂山町346番地の3
焼き鳥 孫右衛門 田町店 浜松市中区田町331番地の5
GRATTE-CIEL 浜松市中区田町315番地の22田町ぬい屋ビル3階
不知火 浜松市中区高丘北一丁目26番14号 ジュビロタウンA-105



店舗名称 店舗所在地
ホルモン やきにく 市楽 浜松市中区板屋町102番地の12 1F
kitchen KOPPE 浜松市中区佐鳴台六丁目6番5号
食道園 砂山店 浜松市中区砂山町327番地の3
中国料理 揚州厨房 浜松市中区板屋町浜松アクトタワー地下1階
いなんば和食（2階） 浜松市中区東伊場1-3-1
ちょこっと浜松家 浜松市中区旭町11番地の1プレスタワー1F
和ごはんとろろや 佐鳴台本店 浜松市中区佐鳴台二丁目10番21号
和ごはんとろろや メイワン店 浜松市中区砂山町6番地の1 7F
ラウンジ ダルメシアン 浜松市中区千歳町74番地の5
別宅ラウンジ LISA 浜松市中区千歳町102番地の6渡邊様貸店舗2階
喫茶 テヌート 浜松市中区高丘東四丁目20番9号
OZ 浜松市中区肴町317番地の14 原ビル2F
菊一本店 浜松市中区鴨江三丁目53番15号
メヌエット 浜松市中区板屋町111番地の1アクトシティAゾーンB1市民ロビー内

カレー処 ヤサカ 浜松市中区領家一丁目7番30号
酒處 ひら山 浜松市中区肴町318番地の26MUSE肴町1F
34 DINER 浜松市中区大工町311番地の18第1ビル加藤店舗1F
Rookie 浜松市中区肴町319番地の34山彦ビル1F
高杉 浜松市中区元浜町167番地の10
ベトナム食堂 浜松市中区住吉一丁目24番7号
AeLLue 浜松市中区田町325番地の6小島屋ビル2F
abuu 浜松市中区神明町223-33ワールドプラザ403
獅子丸 浜松市中区板屋町102番地の17
すずめや 浜松市中区板屋町664番地
ハママツウッシーナ 浜松市中区田町325番地の38笠井屋ビルディングアネックス2F

BEAU GARDEN 浜松市中区田町323番地の9コネクト第3ビル1F
ROGE 浜松市中区千歳町59番地の3ベラミビル2階
本丸 浜松市中区向宿1-8-32
セブン 浜松市中区高丘北1丁目32番21号サンタウン103
珈陽 浜松市中区曳馬4丁目1番10号
喜仙 浜松市中区鴨江1-14-9
珈琲紅茶専門店Tournez La Page 浜松市中区板屋町628番地Y3ビル1階
牛角 向宿店 浜松市中区向宿3丁目11-3
おばんざい 季遊 浜松市中区連尺町309番地の16寺澤ビル1Ｆ
ジョリーパスタ 浜松中沢店 浜松市中区中沢町8番22号
スナック ゆき 浜松市中区曳馬六丁目13番25号
魚萬 浜松市中区砂山町322番地の6株式会社一兆ビル1階
Casual  Bar  WABI  to  SABI 浜松市中区千歳町32番地ヴィラージュ3Ｆ
ル・グラン 浜松市中区高丘北一丁目32番21号
カラオケ ＆ Bar Mel’s 浜松市中区千歳町32番地ヴィラージュ5F-A
モスバーガー 浜松ザザシティ店 浜松市中区鍛冶町100番地の1 102, 118区画
スナック ファイブツー 浜松市中区高丘北一丁目32番21号
カフェ＆ダイニング パセレッティ 浜松市中区連尺町307番地の11



店舗名称 店舗所在地
ロイヤルホスト 浜松駅南店 浜松市中区砂山町355番地の14
タイムトンネル 浜松市中区利町308番地の15
季節料理 もと 浜松市中区千歳町60番地の1キモトビル1F
日本料理 浜松 桝形 浜松市中区肴町316番地の40桝形ビル4F
炭と酒 凡猿 浜松市中区肴町316番地の40桝形ビルB1F
クラブ・ダル・セーニョ 浜松市中区千歳町61番地の1第2大村ビル2階F
松屋 浜松市中区八幡町15番地の11
S 浜松市中区田町323番地の6Y2ビル4階B
Ding Tea 新浜松駅前店 浜松市中区鍛冶町1番地の47
省ちゃん 浜松市中区海老塚二丁目15番1号
南イタリア料理ナポリ 浜松市中区富塚町2920番地の33
Dning Bar 匳 浜松市中区高丘西一丁目25番20号
とり爺 浜松市中区元魚町132番地の7U'sスペース1F
カラオケまねきねこ浜松田町店 浜松市中区田町324番地の14ニュー田町ビル2-5階
カラオケ まねきねこ 浜松南口店 浜松市中区砂山町325番地の15 3階パークファイブ店舗
カラオケまねきねこ 新浜松駅前店 浜松市中区千歳町88番地の1 2F
スナック ジャジャ 浜松市中区住吉二丁目4番8号
時佑＆笑談亭 浜松市中区東伊場一丁目18番13号
和牛焼肉 ぐりぐら 浜松市中区田町323番地の11 2F西
九州料理 かば屋 浜松市中区砂山町322番地の6株式会社一兆ビル3階
アルフィー 浜松市中区曳馬六丁目13番25号
BAR YU 浜松市中区鍛冶町15番地ZAZA小路
Yuki cafe 浜松市中区寺島町1141番地エガワビル1F
丹波黒どり農場 浜松市中区千歳町73番地の1コスモ第一ビル2階
串膳 浜松市中区千歳町82番地
Neo  Blue 浜松市中区葵東一丁目1番21号 鈴木店舗1階東側
酒ノ きのした 浜松市中区千歳町74番地の6 アダムビル2F
Mirano 浜松市中区田町323番地の14KKビル4階
とり田 浜松市中区平田町89番地
OAK 浜松市中区田町331番地の12小澤第2ビル2階
AVALON 浜松市中区肴町316番地の39アクタスビル2階南側
目利きの銀次 浜松市中区千歳町73-1コスモ第1ビル　1階
＆MAKE 浜松市中区神明町315-15イケノヤビル2F
台湾料理阿里山 駅前店 浜松市中区田町330番地の1マビーセブン地下1F
まんまる 浜松市中区鍛冶町321番地の8仲屋鍛冶町ビル2F
MALIGAYA 浜松市中区小豆餅三丁目12番18号小豆餅店舗1階西
花筏 浜松市中区富塚町1861番地の1
やき鳥 一太郎 浜松市中区小豆餅2-10-22
うなぎ居酒屋 風来 浜松市中区高丘東五丁目31番13号スペースプランニング高丘ビル1階

鉄板びーむ 浜松市中区上浅田一丁目2番24号
来音 浜松市中区千歳町46番地の2 2F
韓サラン　　 浜松市中区早出町1244番地の3
白木屋浜松北口駅前店 浜松市中区板屋町110番地の5浜松第一生命日通ビル1階



店舗名称 店舗所在地
ラーメン三太 浜松市中区千歳町101番地
細麺 三太 浜松市中区田町323番地の1
クラウンパレス浜松 従業員食堂 浜松市中区板屋町110番地の17クラウンパレス浜松5階
歌林 カラオケスナック 浜松市中区葵西四丁目4番40号
わたなべ 浜松市中区幸5-1-7
アルタポンテ 浜松市中区葵東3-4-4
ワンタン軒 浜松市中区高丘東三丁目44番3号
overdub 浜松市中区伝馬町312番地の22金井屋第二ビルB1
BLACK22 浜松市中区葵東一丁目10番21号
Orange 浜松市中区小豆餅一丁目8番27号
SNACK MOON 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松202号室

マロン 浜松市中区高丘東三丁目8番11号中店舗
ラウンジ パレス 浜松市中区鍛冶町15番地ZAZA小路
ナイスデー 浜松市中区富塚町1097番地の1
オルタ リストランテ 浜松市中区板屋町675番地 第二ハマエイビル2F
Scene 浜松市中区上島一丁目13番8号
ソウル屋 浜松市中区田町322番地の2ハブビル3
ダイニングバー コパン 浜松市中区鍛冶町15番地の4ZAZACITY西館ザザ小路
Ｓ-Ｓtyle 浜松市中区千歳町24番地の1 June1ビル 1F Ｂ-Ａ
コーヒー＆パブ ハナサキ 浜松市中区千歳町123番地
魚民 浜松市中区砂山町324番地の8第一伊藤ビル2階
豆の木 浜松市中区高丘北一丁目61番14号
一品料理 こよい 浜松市中区泉三丁目8番32号
バーディー 浜松市中区高丘東三丁目8番11号
ステージこよい　 浜松市中区泉三丁目8番32号
肴処 栄や 浜松市中区田町323番地の1 2F　
隠家食堂 miroku 浜松市中区田町231番地の11袴田ビル1F東号
邊や 浜松市中区葵西2-3-1
スナック サルーン 浜松市中区和合町220番地の94
農家の店 ハレとケ 浜松市中区和合町193番地の42
十平次食堂 浜松市中区森田町279番地の1
Sauter dessus 浜松市中区千歳町19番地の16八百松ビル2階
茶房いちばん 浜松市中区鍛冶町320番地の14
JAMZ 浜松市中区田町323番地の3 アダムビル3F
にこまん馬 浜松市中区和地山3丁目4番3号
たけうち屋 浜松市中区八幡町211番地の2
cafe DROP 浜松市中区布橋二丁目4番4号
Le Lien 浜松市中区肴町317番地の14原ビル1階
まんまみーや 浜松市中区曳馬一丁目21番46号
箱庭 浜松市中区肴町318番地の28 ペッシビル1F
らーめん 武蔵 浜松市中区上島五丁目7番3号オリーブ1階南側店舗
びいー1 浜松市中区名塚町158番地
鶏のジョージ 浜松南口駅前店 浜松市中区砂山町322-6株式会社一兆ビル 2階



店舗名称 店舗所在地
麺屋 なかの 浜松市中区和合北三丁目1番1号
Cherien 浜松市中区千歳町17番地の2 107ビル1階
うなぎのコジマヤ幸店 浜松市中区幸一丁目4番1号
肉 寿司 浜松市中区肴町323-1ぬい屋ビル1F
志乃 浜松市中区千歳町43番地の6スギタビル2F
まろく亭 浜松市中区高丘東三丁目8番11号東店舗
スナック きた 浜松市中区海老塚二丁目4番10号
Lounge Bar Elvie 浜松市中区千歳町9-2 山下賃貸店舗1階
いと半 浜松市中区伝馬町311番地の3
浜松かきセンター 浜松市中区肴町316-36　1F
牛タン焼肉 牛丸 浜松市中区葵西五丁目10番10号
BASE 浜松市中区伝馬町312番地の21 カメヤビル南館2階
スナック智 浜松市中区千歳町4番地の1
the upper lounge Emu 浜松市中区肴町316番地の40桝形ビル3階
Cotton Club 浜松市中区千歳町76番地の2永田ビル3階
一休 浜松市中区上島二丁目24番6号
依鈴 浜松市中区松城町215-18伊藤ビル1F
四季の味 美椀 浜松市中区小豆餅一丁目7番15号
スナック 小梅 浜松市中区中沢町12番13号
Miss U 浜松市中区鍛冶町319番地の6コスモ第2ビル3階
ラーメン 八郎兵衛 浜松市中区佐藤1-18-3
BLUE BRICK STEAK HOUSE 浜松市中区肴町318番地の16かわかみビル2F
大坂王将 浜松中央店 浜松市中区曳馬6-20-1
やました 浜松市中区葵東一丁目1番22号
み処・食い処 船 浜松市中区和合町5番地の4
スナック ABC 浜松市中区砂山町349番地の1
百米 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル2階B区画
から揚げ専門店 匠家 浜松市中区西伊場町45番2号
5つの銅貨 浜松市中区住吉二丁目36番14号
居酒屋 いいらあ 浜松市中区中央2丁目15-6
すみそら 浜松市中区船越町25番15号
レストラン カルワン 浜松市中区大工町311番地の22Dビル1階
一文すし 浜松市中区旅籠町29番地の3
めしや 朔軒　 浜松市中区肴町318番地の16 かわかみビル1階
ひとっちゃん 浜松市中区千歳町47-8
シェラトン 浜松市中区海老塚2丁目25番36号
GoKaKu 浜松市中区広沢二丁目41番11号
和歌山ラーメン 七星 浜松市中区富塚町1858番地の1
居酒屋 まさよし 浜松市中区葵東1-9-43
魚義 浜松市中区海老塚一丁目12番2号
カラオケ喫茶 櫂 浜松市中区萩丘三丁目11番23号
ちゃのま 浜松市中区高林一丁目8番1号松本マンション102号
Feb-45 浜松市中区肴町313番地の16ミューゼビル302



店舗名称 店舗所在地
Intimite 浜松市中区肴町312番地の8新駒ビル2階
居酒屋 つるや 浜松市中区西伊場町9番8号
餃子屋 浜松市中区高丘東三丁目40番8号
居酒屋 落穂 浜松市中区田町325番地の6小島屋ビル1F
アミューズメントカフェ ONE 浜松市中区上島二丁目15番13号
DABARKAD’S 浜松市中区海老塚2-15-1日広荘1F東
JIYUTEI 浜松市中区佐鳴台四丁目11番45号グレース名倉107
さぼう 房 浜松市中区住吉4丁目7番18号
びい玉 浜松市中区東伊場二丁目1番6号
初代 轟 浜松市中区鍛冶町321-8鍛冶町ビル3F
B'ｓ 浜松市中区高丘北三丁目6番12号
かん八 浜松市中区田町288番地の3
パブ ギャルソン 浜松市中区神明町315番地の14 2F
大梁 浜松市中区中沢町73-2
ロサン アジアンキッチン 浜松市中区元目町129番地の2山本ビルディング1F
Belle mer 浜松市中区西伊場町47番地の9
Ark 浜松市中区田町329番地の15 3F
台湾料理 福満楼 浜松市中区和合町936番地の219
はっぴーとーく 浜松市中区助信町41番1号
和風スナック 千恵 浜松市中区海老塚1丁目7番5号水野ビル1F西側
テレット 浜松市中区助信町41番21号
bar slow 浜松市中区肴町315番地の41ARCビル2F
カラオケ喫茶・スナック 優歌 浜松市中区萩丘一丁目10番8号
串カツ田中 浜松モール街店 浜松市中区千歳町74番地の2千歳町堀ビル1F
浜松 玉九 浜松市中区上浅田二丁目2番7号モンブランマンション1階
スターバックスコーヒー 浜松城公園店 浜松市中区元城町100番地の2
美好寿司 浜松市中区元浜町78-3
ダイニングバーベスト（Dining Bar Best） 浜松市中区千歳町19番地茶ばしらビル1F
レストラン リーダー 浜松市中区神明町314番地の7
くいしん坊 浜松市中区葵東1-11-20
和食処 みずの 浜松市中区新津町8-3
ゆんたく 浜松市中区幸一丁目15番18号
一人鍋しゃぶしゃぶ専門店 しゃぶせい 浜松市中区板屋町111番地の2浜松アクトタワーB1F
深月 浜松市中区北寺島町211番地の17
パブ SM 浜松市中区千歳町43番地の2三藤ビル1階
エル･マキシム 浜松市中区西伊場町61番25号
スナック 囃子 浜松市中区北寺島町210番地の1
和風スナック かざ車 浜松市中区上浅田一丁目8番21号
焼肉 ひふみ 浜松市中区文丘町2番8号
スナック まりん 浜松市中区北寺島町210-2
木の実 浜松市中区佐鳴台三丁目35番4号
ケンタッキーフライドチキン 浜松幸町店 浜松市中区幸一丁目15番45号
旬天 Coromo 浜松市中区千歳町71番地FFビル1階



店舗名称 店舗所在地
韓国村 浜松市中区幸一丁目9番24号
旬菜居酒屋 Aji菜 浜松市中区肴町317番地の19河合ビル1F
色彩和房 Wasabi 浜松市中区田町325番地の38 笠井屋ビルディングアネックス3.4.5F

鉄飯居酒屋 Grulli 浜松市中区鍛冶町319番地の10
瀬戸うどん 浜松萩丘店 浜松市中区萩丘二丁目26番1号
うお鶏 浜松 浜松市中区鍛冶町140番地浜松イズムCビルB1F
スターバックスコーヒー 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台三丁目52番34号
スターバックス コーヒー 浜松新津町店 浜松市中区新津町684番地
ガッツリ軒 浜松市中区船越町52番33号
スナック フォーユー 浜松市中区和合北二丁目6番23号深谷マンションA-102
コーヒー＆パブ チェラブ 浜松市中区蜆塚2-18-10
そば藤 浜松市中区葵東2-3-27
FOR TUNE 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松103号室

プラネットカフェ 浜松市中区元城町223-1アルスパーキングB1F
すなっく えり 浜松市中区千歳町46番地
美酒美食 光一 浜松市中区幸五丁目7番7号
お好み いい田 浜松市中区南浅田一丁目15番14号
なお寿し 浜松市中区高丘北二丁目7番1号
Bacchus 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル2F
居酒屋風スナック まりちゃん 浜松市中区西伊場町57-11東-4
大福 浜松市中区西伊場町57番15号
Neoスナック 叶 浜松市中区西伊場町57番11号東-1
双葉 浜松市中区助信町52番21号
カラオケスナック まみ 浜松市中区葵東1丁目10番21号マンションやまと1B
南大門 浜松市中区海老塚一丁目2番6号
これから家 絆 浜松市中区曳馬四丁目20番28号
Lumi･re 浜松市中区千歳町35番地の3 AOIビル地下004号
スナック らん 浜松市中区西伊場町47-9パビリオンアオシマ3
大衆食堂 南大門2929 浜松市中区海老塚一丁目2番6号
C-1 楽部 浜松市中区葵東二丁目15番4号
福和来 浜松市中区千歳町39番地 39ビル2F
福三三/麺家 桜ざか 浜松市中区砂山町360番地の7
BON 浜松市中区肴町314番地の24
サロンド・オリーヴ 浜松市中区田町324番地の20松原ビル2F
Bangkok Cafe (バンコクカフェ) 浜松市中区板屋町100番地の15 東洋ビル101
酒肴ダイニング UMAMI-YA 浜松市中区肴町316番地の7
松家 浜松市中区富塚町644番地の5
豆岡 浜松市中区元浜町139-1
千歳きくいち 浜松市中区千歳町35番地
すいか 浜松市中区東伊場一丁目29番23号
自由の小箱 浜松市中区住吉二丁目1番1号
スナック エラン 浜松市中区千歳町28番地高田ビル2階北
スナック ORION 浜松市中区萩丘三丁目2番18号



店舗名称 店舗所在地
関家 浜松市中区上島三丁目23番14号
備長扇屋 浜松駅南店 浜松市中区砂山町326番地の1
むつ菊 助信店 浜松市中区助信町41番27号
ビジネスホテル 辻梅本館 浜松市中区砂山町355番地の2
居酒屋 あさくら 浜松市中区佐藤二丁目23番5号
スナック 稲穂 浜松市中区上島五丁目18番36号
スナック GON 浜松市中区田町325番地の14
大阪焼肉ホルモン ふたご浜松有楽街店 浜松市中区田町315番地の34ウィンズ笠井屋ビルディング1階
セピア 浜松市中区千歳町19番地の16八百松ビル3F
八剣伝 浜松高台店 浜松市中区小豆餅三丁目1番15号
スターバックスコーヒー ザザシティ浜松店 浜松市中区鍛冶町15番地ザザシティ浜松 西館
かつ治 和合店 浜松市中区和合北三丁目17番1号
焼肉レストラン サラン 浜松市中区住吉一丁目4番16号
ワイン&キッチン HACHI 浜松市中区元城町222番地の25アルスビル2階A-6
live cafe nandemall 浜松市中区上島五丁目22番26号
スターバックスコーヒー 浜松駅 新幹線ラチ内店 浜松市中区砂山町6番地の2
京家 しんえもん 浜松市中区新津町115番地の1
メープル エクスペリエンス 浜松市中区和地山二丁目30番7号
いそのシティホテル 屋上ビアガーデン 浜松市中区小豆餅三丁目1番15号
La Confiture 浜松市中区伝馬町60番地の3竹本ビル2階2A・2B
手打ち蕎麦 naru 浜松市中区板屋町102番地の12 2F
BAROQUE 浜松市中区田町329番地の15 平山ビル2F
関西風料理 くぜ 浜松市中区鴨江3丁目53番15号 菊一本店ビル2F
ハァーミットドルフィン 浜松市中区田町326番地の25 KJスクエア
スナック 粋恋 浜松市中区田町323番地の8 小杉ビル2F
イタリア料理アル・ソリート・ポスト 浜松市中区田町322番地の13区画E2階
とし坊 浜松市中区曳馬四丁目9番35号
鴨江藤屋 浜松市中区鴨江三丁目69番21号
藤屋支店 浜松市中区住吉一丁目27番32号
美濃路 浜松領家店 浜松市中区領家二丁目24番43号
ラウンジ 土 浜松市中区千歳町56番地の6 中央千歳ビル3F-A
酒菜 とづか 浜松市中区東伊場二丁目2番25号
みかわや コトバコ 浜松市中区尾張町126番地の1
ニューシリウス 浜松市中区小豆餅四丁目10番4号
プロプル 浜松市中区鍛冶町320番地の3 アンセットビル2F
胡蝶 浜松市中区千歳町35番地の3 アオイビル501
セラヴィ 浜松市中区千歳町61番地の1第2大村ビル1階B
大むら 浜松市中区田町330-15
居酒屋 一休 浜松市中区葵西2丁目23番26号
串居酒屋 ちょんまげ家 高丘店 浜松市中区高丘東一丁目10番56号
粋人 浜松市中区八幡町15番地の37
魚一寿し 浜松市中区砂山町326-4
紅 浜松市中区肴町313番地の8



店舗名称 店舗所在地
カラオケの森 ToToRo 浜松市中区幸一丁目15番28号
か祢こ 浜松市中区鴨江1丁目30番21号
ほそ川 浜松市中区高丘西2丁目7番8号
山 浜松市中区名塚町40番地
カフェテラス サイモン 浜松市中区肴町318番地の20かちどきビル1F
スナック パート２ 浜松市中区海老塚二丁目15番16号
クローバー 浜松市中区鴨江3-72-1
とんかつのとん兵衛 浜松市中区連尺町314番地の40
PUB Revolution 浜松市中区田町324番地の18コスモ第11ビル3階
がんずーさ 浜松市中区鍛冶町321-18　伊藤ビル
CAPRICE 浜松市中区田町331-10　SKビル2F西側店舗
peakthee 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松3F
Clover Hearts 浜松市中区千歳町59番地の4TAKIZAWAビル2階東
鉄板焼ハウス 火鉢 浜松市中区和合町27番地の55
MANA 浜松市中区西伊場町65番地の7
おべた 浜松市中区肴町319番地の2気賀亭ビル2Ｆ
小料理屋 えん華 浜松市中区元魚町32
遊×2 浜松市中区早出町1244番地の3
江戸よし 浜松市中区旅籠町44番地
LOUNGE如庵JOAN 浜松市中区千歳町58番地の2清はんビル3F
ファーイースト 浜松市中区中央1-3-37
すしの大網 浜松市中区平田町68番地の1
スナック ボヌール 浜松市中区千歳町56-2　丸ビル2F東
CALLA 浜松市中区和合北二丁目6番23号 フカヤマンションA棟106号室

一扇 浜松市中区葵東一丁目4番18号
カイワ 浜松市中区西伊場町57番11号東-5
SPICE CURRY GHAL 浜松市中区高丘西三丁目14番15号
Regina 浜松市中区鍛冶町321番地の13ミゾグチビル
八剣伝 和知山店 浜松市中区和地山一丁目7番18号　チサンマンション104号
炭焼きレストランさわやか浜松和合店 浜松市中区和合町193番地の14
炭焼きレストランさわやか 浜松高丘店 浜松市中区高丘西3丁目46番12号
くるみ 浜松市中区千歳町41-1　太田ビル1F
カラオケ居酒屋 美豚 浜松市中区高丘北3丁目7番3号
琉神カフェ ダイナー 浜松市中区高丘北 一丁目55番17号SKビル1F
ラウンジ リップ 浜松市中区田町323-5　間部ビル2F
retour 浜松市中区田町331-12　小澤第2ビル1F東
鮨けん 浜松市中区住吉4丁目18番1号
シェ・モリヤ 浜松市中区板屋町2番地シティータワー浜松1F
スナック LoveLove 浜松市中区千歳町61番地の3山本貸店舗1階
キッチン トム 浜松市中区千歳町57番地
みつわ 浜松市中区田町228番地の2
スナック ちはる 浜松市中区肴町316番地の39アクタスビル2F
Snack Ai 浜松市中区佐藤一丁目14番16号



店舗名称 店舗所在地
Club Annie 浜松市中区千歳町76番地コネクト第1ビル5階
居酒屋 惇 浜松市中区海老塚二丁目2番14号
東京屋 浜松市中区砂山町1024番地
Cmpleted new world あらじん 浜松市中区萩丘二丁目10番13号
スナック ジュン 浜松市中区海老塚二丁目15番16号
カフェ グレコ 浜松市中区田町331番地の5
やたか 浜松市中区鴨江一丁目29番9号
Pretty Woman 浜松市中区千歳町56番地の2丸ビル1階西
かどや そば店 浜松市中区曳馬六丁目6番29号
スコッチパブ シルク 浜松市中区高林二丁目13番21号
花屋杢兵衛 浜松市中区曳馬六丁目19番6号
SANFELICE ORGANIC KITCHEN & CAFE 浜松市中区中央三丁目7番13号セレーノ新町1F
居酒屋 山長 浜松市中区高丘北一丁目48番18号ダイヤモンド寿泉1F店舗C

お好み焼 貴美子 浜松市中区布橋二丁目12番33号
炭焼きレストラン さわやか 浜松富塚店 浜松市中区富塚町439番地の1
アブ ハウス 浜松市中区相生町21番8号
蕎麦家 おおもり 浜松市中区中島一丁目31番1号
エデイのハワイアンカフェ Hula 浜松市中区住吉一丁目43番9号
餃子の王将 浜松店 浜松市中区鴨江三丁目73番1号
実味美 ～和房～ かぶと 浜松市中区板屋町673番地a-biaビル2F
割烹 弁いち 浜松市中区肴町313番地の13
酒処 昭和31年 浜松市中区肴町316番地の4
らくや 浜松市中区上島二丁目25番15号
手打ちうどん･そば たにわき 浜松市中区領家二丁目23番20号
台湾料理 福満楼 高丘店 浜松市中区高丘北二丁目29番68号
九二子 浜松市中区千歳町30番地イツキビル1階
串とも 肴町店 浜松市中区肴町313番地の10
藤吉 浜松市中区佐鳴台一丁目13番6号
ホルモン道場 じゃん 浜松市中区小豆餅三丁目3番15号
安ベエ 浜松市中区千歳町48番地の3 1F中
箱屋 浜松市中区田町322番地の13-9ランプ横丁2階H
デヴィアス 浜松市中区千歳町120番地天馬ビル1階
天ぷら 好し智 浜松市中区砂山町347番地の13トキワビル1階
GRATEFUL'S 浜松きたたまち店 浜松市中区北田町130番地の4
まるめろ 浜松市中区上浅田一丁目9番44号
シェベル 浜松市中区板屋町101番地の22小川ビル1F
麺屋めん虎 浜松店 浜松市中区助信町24番35号
EVOL 浜松市中区田町331番地の11Aビル3階
マドンナ 浜松市中区曳馬二丁目16番18号
お好み焼 もへじ 浜松市中区広沢三丁目26番11号
かわじ 浜松市中区富塚町1856番地
のー坊 浜松市中区田町316番地の19
居酒屋 十文字 浜松市中区泉三丁目10番4号



店舗名称 店舗所在地
鈴蘭 浜松市中区富塚町2156番地の2
居酒屋 紲 浜松市中区富塚町1520番地の3
Snack 友 浜松市中区千歳町58番地KIYOビル4階西号室
スナック ブルーメ 浜松市中区萩丘二丁目27番15号
電撃 羅愛麺 青空きっど 零壱 浜松市中区曳馬五丁目24番19号
スナック Ron Ron 浜松市中区幸1-9-17
炭火焼肉 三千里 浜松市中区鴨江3丁目49-24-3
勢呂久 浜松市中区千歳町5番地の2
大衆酒場 けい 浜松市中区葵西五丁目22番38号
Free 浜松市中区千歳町47番地の7中村ビル1階東
魚菜家 浜松市中区小豆餅三丁目32番11号
ベトナム料理 浜松市中区住吉二丁目35番21号
しゅん助寿司 支店 浜松市中区蜆塚二丁目13番2号
居酒屋 椴法華 浜松市中区小豆餅2丁目13の1
スナック さつき 浜松市中区上島二丁目25番14号
お食事処 酒処 まる 浜松市中区蜆塚三丁目2番15号
コーヒーショップ マニュウ 浜松市中区瓜内町312番地の22
お好み焼 志季 浜松市中区尾張町127番地の20
Rei 浜松市中区上島二丁目25番14号
Lounge Midori 浜松市中区千歳町126番地千歳カノンビル2階
割烹 三貴 浜松市中区名塚町354番地の3
Elegance 浜松市中区千歳町41番地の1松下貸店舗1階南
美乃清 浜松市中区中央二丁目15番5号
スナック 舞 浜松市中区小豆餅三丁目9番1号
台北101 浜松市中区小豆餅二丁目14番1号
スナック 一休 浜松市中区葵西二丁目23番26号1階南
June 浜松市中区田町322番地の13-6ランプ横丁
YOU-YOU-YOU 浜松市中区鍛冶町319番地の9
Karaoke Snack S.E.N.S. 浜松市中区千歳町47番地の7中村ビル2階
居酒屋 いなか 浜松市中区海老塚二丁目4番9号
亀山屋 浜松市中区鹿谷町27番39号
来来亭 浜松幸店 浜松市中区幸一丁目3番18号
レストランバー CHIYOMI 浜松市中区千歳町46番地
MORENA 浜松市中区千歳町78番地の2久保田ビル2階
スナック 華 浜松市中区高丘東二丁目2番11号
ラウンジ ルナロッサ 浜松市中区千歳町59番地の2千歳東海リースビル1号室
有限会社 パピオット 浜松市中区佐鳴台二丁目30番17号
ラブ You 浜松市中区小豆餅二丁目29番33号
alba 浜松市中区田町322-13
伽家 浜松市中区幸5-7-18
Black＆Silver SOUND BAR　 浜松市中区田町315番地の27
六文銭 浜松市中区田町322番地の4
イグレック 浜松市中区千歳町54番地の2



店舗名称 店舗所在地
LeSILLAGE 浜松市中区龍禅寺町357番地の41
TEA chin eel 浜松市中区神明町315番地の15 1F
華かんざし 浜松市中区曳馬五丁目1番12号富士ユウトービル101
うなぎの佳川 浜松市中区船越町53番4号
パブ＆スナック ひろさわ 浜松市中区広沢三丁目4番16号
炭火焼肉Wagyu彩苑 浜松駅前店 浜松市中区旭町7番地の1旭町プラザ2
や台ずし 伝馬町 浜松市中区伝馬町310番地の7伝馬町鈴木ビル1階
ティンクル浜松 浜松市中区鍛冶町2番地の1丸鈴ビル4階
DINING Lounge 彩 浜松市中区葵東2丁目13番25号
や台ずし 第一通り駅前町 浜松市中区田町329番地の11 NANOビル1階
夢夢 浜松市中区和合北二丁目6番23号フカヤマンションA棟
響屋 浜松市中区伝馬町60-3竹本ビル3F
ラウンジ ピエロ 浜松市中区千歳町46番地の2 1F南
レストランパブ メゾン 浜松市中区幸一丁目13番29号
やまと 浜松市中区北田町130番地の17
ラーメン厨房 白龍 浜松市中区高丘北一丁目48番18号
LOUNGE ENDLESS 浜松市中区千歳町48番地の15 1階103号室
コメダ珈琲店 浜松領家店 浜松市中区領家一丁目2番11号
き志 浜松市中区佐鳴台五丁目5番5号
HANON 浜松市中区鴨江三丁目68番8号
たちばな 浜松市中区野口町157
有限会社 鮨幸 浜松市中区和合北三丁目6番61号
SNACK 光 浜松市中区千歳町48番地の10
Restaurant & Bar Flange 浜松市中区田町331番地の3サンステップビル2F
そば処 せせらぎ 浜松市中区肴町319番地の42中山ビル2F
OCTAGON BREWING 浜松市中区田町315番地の25
居酒屋 藤 浜松市中区葵東二丁目10番28号
リモージュ 浜松市中区住吉二丁目6番13号
和風ダイニング さくら 浜松市中区元城町222番地の2
ダイニングバー あみ 浜松市中区元城町222番地の2
Casual Lounge PearL 浜松市中区伝馬町312番地の22金井屋第二ビル5F
スナック ルージュ 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル7階702号店
Heaveǹs  Door 浜松市中区鍛冶町319番地の6コスモ第2ビル4F
モスバーガー 浜松高丘エンチョー店 浜松市中区高丘東五丁目1番26号
R 浜松市中区相生町5番6号丸宗ビル1階南
旬彩 香炉 浜松市中区東伊場二丁目6番7号AKビル1F
喫茶 茶居家 浜松市中区利町305番地の6
しまうま kitchen 浜松市中区肴町318番地の27 3F
new club Millea 浜松市中区肴町316番地の40桝形ビル2階
北海の味 たいよう 浜松市中区小豆餅一丁目9番2号
ブロカントバー アン 浜松市中区田町330番地の16メイデンビル1F
テナム 浜松市中区海老塚1丁目2番7号
天竜そば 一心庵 浜松市中区高林三丁目13番8号



店舗名称 店舗所在地
ワイン＆ジャパニーズグリル FUJITA 浜松市中区松城町215番地の18
手打ちそば 好楽 浜松市中区富塚町2156番地の26
どんどん 浜松曳馬店 浜松市中区曳馬六丁目953番地
ドトールコーヒーショップ 浜松メイ・ワン店 浜松市中区砂山町6番地の1浜松メイ・ワン内1F
toi toi toi　 浜松市中区池町221番地の12
黄金の豚 浜松市中区大工町311番地の19
ぴえろ 浜松市中区上浅田一丁目13番2号
会員制ラウンジ 雨あがり 浜松市中区神明町223番地の33はままつワールドプラザビル5F

Charme de M 浜松市中区肴町313番地の18アルファビル2階
とんかつ ヤナセ 浜松市中区海老塚一丁目8番2号
四川料理 香龍 浜松市中区高丘北一丁目1番10号1F
Marry Gold 浜松市中区千歳町43番地の6エスワンビル3F
トケビ 浜松市中区海老塚2丁目1-1駅南共同ビル101番2
スナック スマイル 浜松市中区葵西一丁目12番5号
稲作 浜松市中区田町329番地の9
いりかま(入谷蒲鉾店) 浜松市中区砂山町362番地の1ビューティメゾン1F
CHEERS 浜松市中区田町228番地の9
shine 浜松市中区肴町322番地の20松竹ビル7F
勘平鮨 浜松市中区神田町229番地の1
マリー 浜松市中区千歳町30番地の2石岡ビル2階
居酒屋 ひーちゃん 浜松市中区上浅田一丁目14番21号
御膳房 浜松市中区千歳町76番地の2ココアビル1F2F
やきとり 伝兵衛 浜松市中区旭町10番地の6
鈴川屋 浜松市中区新津町226番地の1
いし川 浜松市中区板屋町672番地FOOD昴ビル2F南
Maman 浜松市中区神明町223番地の37
あさぶや 浜松市中区元浜町229番地の3
阿里山 台湾料理 新津店 浜松市中区新津町681番地の1
会員制 藤 浜松市中区千歳町59番地の1彦坂商事貸店舗
CISCO 浜松市中区鹿谷町35番地の17
フィリピンパブ MAKATI 浜松市中区千歳町81番地成都ビル1階
ボガ 浜松市中区肴町318番地の4小林ビル1F
珍蘭 浜松市中区小豆餅四丁目3番24号
韓国料理 新羅 浜松市中区小豆餅二丁目32番12号マンション丸山1F
焼肉ハウス 柳澤 浜松市中区田町331番地の13田町小澤ビル3F
スナック M 浜松市中区鴨江三丁目52番6号
居酒屋 緑 浜松市中区高丘西一丁目25番20号
浜松屋呑兵衛 浜松市中区砂山町325番地の2
HANCHAR’S 浜松市中区鍛冶町318番地の15 とんか亭ビルB1F
NIGHT X 浜松市中区千歳町24番地の1 ジュン・ワンビル5階
キャラバン 浜松市中区伝馬町310番地の4 アソルティー伝馬町1F
藤屋 そば店 浜松市中区元浜町249番地
いっぽ 浜松市中区田町316番地の30 有楽街ブルーノアビル2F



店舗名称 店舗所在地
AO Burger 浜松市中区砂山町7番地の1
STAGE BAR コンクルーズ 浜松市中区田町323番地の11オーリットビル4階東側
小池 浜松市中区田町322番地の4 1号室
キャッツアイ 浜松市中区上島二丁目10番1号
お酒肴菜 つちや 浜松市中区元魚町32番地
野武士 浜松市中区砂山町355番地の8
まぜそば いっとく 浜松市中区新津町116番地の2
美松 浜松市中区千歳町11番地
バー 蓮の華 浜松市中区西伊場町9番2号
うなぎのかんたろう 浜松市中区蜆塚二丁目2番2号
和幸 メイワン浜松店 浜松市中区砂山町6番地の1浜松メイ・ワン(7F)
まぐろの海商 駅南店 浜松市中区砂山町324番地の8第伊藤ビルB1
pub house noel 浜松市中区葵東二丁目13番28号
SHANTI INDIAN RESTAURANT 浜松市中区富塚町3003番地の2
燗来鳥 浜松市中区上島六丁目18番23号
割烹 田中 浜松市中区千歳町54番地の4
あ・くれーぷ 浜松市中区高丘東四丁目7番20号マム西角
中華料理 天府 浜松市中区法枝町975番地の1
分福茶釜 浜松市中区上島六丁目21番6号
サーティワンアイスクリーム 浜松高丘店 浜松市中区高丘西三丁目51番1号
有限会社 セルヴィツーアセソリア 浜松市中区砂山町323番地の5
寿司 忠兵衛 浜松市中区上島一丁目10番18号
浜松FORCE 浜松市中区田町315番地の31
食楽工房 あさ路 浜松市中区元浜町318番地ホリホックイン元浜1F
 ＋Ｎ 浜松市中区高丘西一丁目25番20号1号室
SUPERMOON 浜松市中区砂山町358番地の1
タキシード ムーン 浜松市中区鍛冶町320番地の1(タニヤビル3F)
癒し処 華園 浜松市中区千歳町6番地コートクビル1F
ひまわり食堂 浜松市中区旭町7番地の1旭町プラザ1F
MIYA188 浜松市中区高丘北三丁目7番3号
鳥料理 鳥浜 浜松市中区千歳町44番地の1
炭焼きレストラン さわやか 浜松鴨江店 浜松市中区鴨江三丁目10番1号
旬の料理 大内 浜松市中区板屋町672番地 FOOD昴ビル2F
そば処 さん吉 浜松市中区上島六丁目1番28号
旬酒菜 鈴や 浜松市中区千歳町61番地の1第2大村ビルJ
ジェイルロックカフェ 浜松市中区田町322番地の13 ランプ横Tビル1F
澤寿司 支店 浜松市中区萩丘二丁目23番2号
舞 Mai 浜松市中区千歳町19番地F-1
拉麺しるし弍 浜松市中区鍛冶町135番地 B-2ビル1階
CALLIES 浜松市中区葵西五丁目5番48号101
アーティック 株式会社 浜松市中区砂山町352番地の1ケイズビル3階
BEBER 浜松市中区田町331番地の13 小澤第一ビル1階
Iguchi 浜松市中区田町331番地の13小澤第1ビル1階北



店舗名称 店舗所在地
ラーメン金行 浜松店 浜松市中区萩丘二丁目37番14号
カラオケスナック 向日葵 浜松市中区佐鳴台二丁目16番16号
居ざっく咲來 浜松市中区佐藤三丁目12番25号
歌声スナック ぷりん 浜松市中区和合北二丁目6番23号
BACCANALE 浜松市中区田町323番地の6 Y2ビル2階A
ノーワナー 浜松市中区海老塚二丁目1番1号
ぬのはし 浜松市中区布橋二丁目10番3号
天山閣 浜松市中区曳馬五丁目6番32号
53 浜松市中区肴町312番地の16浜松エルクビル1F
そば処 林屋 浜松市中区和地山二丁目1番14号
bar23 浜松市中区田町229番地の13カギヤビル301
ふうが 浜松市中区領家一丁目4番33号
喫茶 うるおい 浜松市中区中島二丁目7番1号
淑恵 浜松市中区砂山町333番地の8
ケンタッキーフライドチキン 佐鳴台店 浜松市中区西伊場町57番21号
日高 浜松市中区上島二丁目27番14号
八戸娘 浜松市中区船越町36番14号
韓国料理 釜山港 浜松市中区千歳町41番地
Lounge Nagomi 浜松市中区田町323番地の9コネクト第3ビル3階
びっくりドンキー 浜松萩丘店 浜松市中区萩丘二丁目26番12号
かど松 浜松市中区上浅田一丁目3番30号
Rag Doll 浜松市中区海老塚一丁目9番ハイレジデンス浜松103号
山茶花 浜松市中区幸一丁目15番18号
食彩和楽 かとう 浜松市中区蜆塚四丁目8番8号
とと錦 浜松市中区千歳町43番地
御料理 中やま 浜松市中区鴨江三丁目13番2号
HIMALAYN FOOD GARUDA 浜松市中区池町225番地の32
三河屋 本店 浜松市中区三組町110-2
焼肉ホルモン酒場1129 有楽街店 浜松市中区肴町316番地の32
焼肉ホルモン酒場 1129 第一通り店 浜松市中区田町330番地の3
焼きあご中華そば おおさわ 浜松市中区田町324番地の17北村ビル1F
中華そば おおさわ 浜松市中区田町323番地の1 1F
蘆雪 浜松市中区千歳町88番地の1 1F
焼肉きんぐ 上島店 浜松市中区上島六丁目31番45号
ゆず庵 浜松上島店 浜松市中区上島六丁目3番32号
麺屋 吟 浜松市中区鍛冶町15番地の2
Bistro TA-BOU 浜松市中区布橋 二丁目4番1号 willows1F西
松屋 浜松高竜店 浜松市中区寺島町1024番地
松屋 浜松高林店 浜松市中区高林四丁目14番22号
セルフィッシュ 浜松市中区肴町316番地の45
天下一品 船越店 浜松市中区船越町39番24号
Caribbean bar OKUIZUMI 浜松市中区田町326番地の3
Revival 2nd 浜松市中区千歳町17番地の2 藤田ビル2階



店舗名称 店舗所在地
近太寿司 浜松市中区鴨江三丁目29番25号
慈雨 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松302号室

ミルポア 浜松市中区海老塚一丁目16番3号
Holo holo 浜松市中区松城町107番地15
そうはち 浜松市中区肴町318番地の7
松乃寿司 浜松市中区高町110番地
はなたま 浜松市中区連尺町218番地の25
薄利多賣半兵ヱ 浜松店 浜松市中区鍛冶町503番地 地下1階
東亭 浜松市中区元城町113番地の21
たこやき あずま 浜松市中区助信町48番4号
ちゃ乃肴 浜松市中区肴町318番地の19ハマエイビルB1
カレーのチャンピオン 浜松住吉店 浜松市中区住吉二丁目2番16号
五味八珍 根上り松店 浜松市中区鴨江三丁目67番5号
Show Ryu 浜松市中区領家二丁目5番27号
五味八珍 高丘店 浜松市中区高丘東二丁目8番9号
戸隠 浜松市中区広沢3-24-18
串安 浜松市中区海老塚二丁目2番11号
和食 天将 浜松市中区領家二丁目23番20号
五味八珍 新津店 浜松市中区新津町1074番地
はなまるうどん 浜松高丘東店 浜松市中区高丘東一丁目1番4号
はなまるうどん 浜松西伊場店 浜松市中区西伊場町64番26号
ニンパパドゥ(ninpapa-deux) 浜松市中区佐鳴台五丁目26番12号
ダイニングバー  オーキッド 浜松市中区肴町316番地の51
BEACH-DINING  KA'I-WANA 浜松市中区肴町318番地の17 FJビルB1F
エイト 浜松市中区肴町318番地の1 K・Iビル2F西側
オーシャンビストロ トゥクトゥク 浜松市中区板屋町672番地 FOOD昴ビル1F
ザ・メイン 浜松市中区千歳町69番地
寿々木 浜松市中区平田町102番地
カフェやまと 浜松店 浜松市中区砂山町324番地の15EN HOTEL Hamamatsu1F

バロンズ カフェ 浜松市中区肴町318番地の17クライムビル4F
Bar 音音～NEON～ 浜松市中区田町324番地の17北村ビル3F
花＊はな 浜松市中区田町330番地の17 TKIビル1F
焼肉ハウス 扇寿 浜松市中区中沢町80番25号
喜三郎 浜松市中区住吉四丁目1番2号
KOUME2 浜松市中区和合町220番地の94 1F
セサミ 浜松市中区千歳町58番地の2 KIYOビル4階
韓丼 浜松住吉店 浜松市中区住吉二丁目8番20号
浜名湖うなぎ だいだら 浜松市中区鴨江三丁目68番8号アサヒ開発ビル1-A
Cagayaki 浜松市中区元浜町143番地
魚あら 富店 浜松市中区富塚町3780番地の10
ホルモン酒場 たかじょう 浜松市中区早出町1213番地の13
アジアンフード LAY 浜松市中区西丘町584番地の2
スナック m&m 浜松市中区田町325番地の34 サクマビル2Ｆ



店舗名称 店舗所在地
しゅくらん 浜松市中区肴町317番地の15 3階
シーダイナー 聖隷浜松店 浜松市中区住吉二丁目12番12号B棟B1
シーダイナー 佐鳴台店 浜松市中区富塚町328番地
たか久 浜松市中区文丘町21番15号
おかむら 浜松市中区住吉二丁目4番8号
JEN'S Grocery and Snacks 浜松市中区海老塚町52番地の1
スナック R’s アールズ 浜松市中区砂山町359番地の19
姫歌 浜松市中区葵西二丁目1番36号
パブ 平社員 浜松市中区千歳町127番地八百吉ビル1F西
クラブ 夜間飛行 浜松市中区千歳町30番地あべビル1F
海老塚 藤屋 浜松市中区海老塚二丁目2番19号
ろばた焼 曳馬路 浜松市中区曳馬六丁目5番28号
北の庭 THE KURETAKESO 浜松市中区旭町7番地の1
カラオケバンバン 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台一丁目13番8号
HUG 浜松市中区砂山町327番地の2バードビル2F
ANARCHY 浜松市中区田町316番地の23ブルーノア2階
L'Allure 浜松市中区伝馬町312番地の22金井屋第二ビルディング4階

洋麺屋五右衛門 浜松西伊場店 浜松市中区西伊場町56番1号
酒食テーブル 紀 浜松市中区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル1F
リガアート 浜松市中区小豆餅三丁目2番41号ダイシンビル103
テキーラセブン 浜松市中区鍛冶町321番地の13
家族のりまき 浜松市中区鍛冶町1番地の57あずまやビル1F
浜松ホルモン酒場 もんもん 浜松市中区田町315番地の22ぬい屋ビル1F
Casual Bar GRANDiR 浜松市中区伝馬町312番地の22金井屋第2ビル2階B､C
スイング・K 浜松市中区花川町1053番地
日暮し 浜松市中区西伊場町57番11号
まいどおおきに浜松曳馬食堂 浜松市中区曳馬六丁目16番20号
友良 浜松市中区高丘東二丁目15番16号
料理とお酒の店 福々 浜松市中区鹿谷町34番29号
ごんまるアクトタワー店 浜松市中区板屋町浜松アクトタワー111番地の462-1アクトタワー内B1

かっぱ寿司浜松三方原店 浜松市中区葵西五丁目23番6号
CLUB LOUNGE A 浜松市中区千歳町76番地の3モール街カノンビル2F
みんなのお店 鴨ちゃん 浜松市中区高丘西二丁目33番32号
Win 浜松市中区千歳町74番地 杉浦ビル1階南東側
旬の料理あまの 浜松市中区肴町313番地の12
ぎょうざ新星 浜松市中区鍛冶町100番地の1 
Soleil 浜松市中区栄町8番地の3
焼き鳥dining lab 浜松市中区田町315番地の31 2階
味喜家 浜松市中区早馬町3番地の3
珈琲館 浜松アクトプラザ店 浜松市中区板屋町111番地の2アクトタワーB1
美しき日々 浜松市中区小豆餅三丁目9番1号
今宵は、なめろう。 浜松市中区曳馬五丁目24番20号
樽〆 浜松市中区住吉四丁目18番2号



店舗名称 店舗所在地
アンシャンテ 浜松市中区千歳町54番地の6中央千歳ビル 5F-A
万華鏡 浜松市中区幸一丁目15番18号
沼津魚がし鮨 浜松メイワン店 浜松市中区砂山町6番地の2
割烹 桂川 浜松市中区上島二丁目24番21号
料理 つぼい 浜松市中区小豆餅三丁目4番1号
日本料理 香車 浜松市中区萩丘四丁目10番1号
いやぎ 浜松市中区千歳町46番地の2 1F
居酒屋 はにうだ 浜松市中区旭町10番地の8駅前ビル地下1階
こうべや 浜松市中区田町322番地の13
ホルモン さかい 浜松市中区砂山町330番地の6-2
竜光屋 そば店 浜松市中区名塚町22番地
イヴ 浜松市中区鴨江三丁目52番6号
HADOLA イオンタウン浜松葵 浜松市中区葵西三丁目25番1号
m＆R outdoor lab 浜松市中区高林四丁目4番3号
和風スナック 石 浜松市中区元浜町240番地の2
鉄板倶楽部 ディアブロ 浜松市中区田町324番地の26アンセットビル2F
HORSE 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビルディング 1-B
座倶 浜松市中区佐藤一丁目23番24号
La・sexta 浜松市中区鍛冶町2番地の6斉藤ビル1F
サフランインド料理店 浜松市中区小豆餅二丁目29番26号
ニコル PUB 浜松市中区千歳町71番地の1 FFビル2階
お好み焼き かみむら 浜松市中区富塚町1881番地の1
スナック だん炉 浜松市中区萩丘二丁目27番15号
あおい 浜松市中区葵東一丁目1番21号 西側
おこのみ 福ちゃん 浜松市中区砂山町1178番地
クラブ あき 浜松市中区千歳町17番地の1 1F
ミニクラブ はる 浜松市中区千歳町17番地の1
SK+331 浜松市中区田町331番地の10
すなっく みな川 浜松市中区田町324番地の18 コスモ第11ビル 2F
喫茶去 哲祥庵 浜松市中区佐鳴台六丁目8番8号
しず香 浜松市中区布橋一丁目2番6号
美魔女倶楽部 MESSE 浜松市中区千歳町135番地の2 2階
FREEWAY 浜松市中区鴨江三丁目29番25号東3号
ヒコウビラン 浜松市中区佐鳴台一丁目15番28号
Maple Cafe 浜松市中区広沢二丁目27番29号
山田　 浜松市中区千歳町118番地
日本料理 すっぽん 繁松 浜松市中区千歳町58番地の1
富久鮨 浜松市中区栄町61番地の2
花のれん 浜松市中区春日町148番地の2
ゆるり 浜松市中区高丘西二丁目33番21号
Love Story 浜松市中区千歳町24番地の1ジュン・ワンビル2階B区画
明洞 浜松市中区向宿一丁目14番7号
茶ばしら 浜松市中区千歳町19番地茶ばしらビル1F



店舗名称 店舗所在地
居酒屋 塚茶 浜松市中区北寺島町127番地の16
新角 浜松市中区山下町132番地の1
Statice 浜松市中区千歳町19番地の14 109ビル2階2-H
やきとり ジロー 浜松市中区田町322番地の5
スナックきょうこ 浜松市中区向宿二丁目3番8号
八八亭 浜松市中区上島一丁目19番4号
浜ちゃん 浜松市中区向宿二丁目3番8号
まあるい 浜松市中区千歳町4番地の2
キッチン 泉 浜松市中区元目町128番地の21
スナック パピー 浜松市中区板屋町100番地の16
中国料理 花茶亭 浜松市中区砂山町323番地の6
ブォーノ 浜松市中区大工町303番地の12 1F
日本料理 堂満 浜松市中区元城町109番地の18
シャンゼリゼ 浜松市中区元城町109番地の18
スナック 春夏冬 浜松市中区鴨江二丁目50番ゆとりろマンション109-A
酒房ロダン 浜松市中区肴町318番地の4小林ビル2F
花水木 浜松市中区中沢町67番15号
はなぜん 浜松市中区田町331番地の11Aビル1階
LEHACO 浜松市中区鍛冶町2番地の7鈴木ビル1階
居酒屋 太郎丸 浜松市中区田町322番地の3
Juraku 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松102号室

有限会社 いりや 浜松市中区海老塚二丁目25番33号
Lounge Rei 浜松市中区千歳町54番地の6中央千歳ビル3F
スナック仁 浜松市中区千歳町58番地の1-2呉楽屋後道ビル2F
Lounge Brillia　 浜松市中区田町323番地の20プロスパービル4階テナント1
ミステリアスバー VENUS 浜松市中区田町323番地の1 2F
Lounge Hazuki 浜松市中区千歳町123番地ハナサキビル1階
神戸ステーキ リンデン 浜松市中区高丘北二丁目27番24号
ヤキニク×ワインCalvino 浜松市中区鍛冶町319番地の14アダムビル1F
まるた 浜松市中区佐藤一丁目33番25号
フレッシュネスバーガー浜松アクトシティ店 浜松市中区板屋町111番地の2アクトタワー2F
青葉 浜松市中区葵西四丁目1番1号
丸源ラーメン 浜松住吉店 浜松市中区住吉四丁目8番5号
杉の子 浜松市中区野口町286番地
Rigel 浜松市中区千歳町43番地の6エスワンビル3階B
カラオケスナック 真珠蘭 浜松市中区小豆餅二丁目32番12号 丸山マンション1FS号
LaLa Cafe 浜松市中区中央一丁目18番4号ウィステリアピーク101
しゅん助寿司 浜松市中区和合町27番地の296
スナック 紗夜 浜松市中区早出町1204番地の6
醍醐 浜松市中区千歳町28番地（高田ビル1F）
炭焼 塩いち 浜松市中区田町325番地の1渥美ビル４F
accent aigu 浜松市中区神明町315番地の5
Reboot 浜松市中区小豆餅三丁目2番41号ダイシンビル1F101



店舗名称 店舗所在地
あかし 浜松市中区住吉二丁目2番16号
居酒屋やす 浜松市中区肴町315番地の41ARCビル地下1階
茶房 ゆるり 浜松市中区相生町2番7号2階
錦 浜松市中区肴町318番地の5
居酒屋 別格 浜松市中区曳馬四丁目20番5号
カフェダイニング I空間 浜松市中区板屋町522番地MYビル1F
ぜん 浜松市中区砂山町322番地の7仲秋ビル1F
ミウミ 浜松市中区田町329番地の20竹内ビル1F
なの蔵 浜松市中区田町329番地の18
くいもの屋 わん 浜松駅前店 浜松市中区千歳町95番地の9花柳ビル2階
吉野家 浜松駅店 浜松市中区砂山町322番地の4
Fairy 浜松市中区高町212番地の12
ととのぶ 浜松市中区砂山町352番地の7
カラオケスナック ドリームドア 浜松市中区小豆餅三丁目9番1号
ボンサンス 浜松市中区肴町317番地の12
i’ll 浜松市中区千歳町61番地の1 第2大村ビル 2階 H
鐘庵 浜松森田町ABC店 浜松市中区森田町304番地の31
WEE WEE HOURS 浜松市中区鍛冶町15番地ザザ小路
THE SMOKE CLUB 浜松市中区千歳町135番地の5
華音 浜松市中区高丘北三丁目14番2号
宴のはじまり 浜松市中区船越25番15号
cafe with 浜松市中区早出町1245番地の9
板屋町麦酒屋 浜松市中区板屋町101番地の4南側
ベーカリーショパン 浜松泉店 浜松市中区泉三丁目26番14号
末広飯店 浜松市中区住吉五丁目27番1号
ダイニング アージュミュール 浜松市中区池町225番地の35
凛京花 浜松市中区田町323番地の3
はなおか 浜松市中区富塚町2807番地の1
THE LORD NELSON 浜松市中区鍛冶町100番地の1ザザシティー中央館1F
飯田屋 浜松市中区千歳町48番地の3
MILANO 浜松市中区砂山町347番地の13トキワビル2F
メルカート・ディ・マーレ 浜松市中区元目町120番地の17鈴一ビル1F
串壱竜 浜松市中区北田町130番地の20
アクトバーべキューハウス 浜松市中区板屋町111番地の2アクトタワーB1
アクト社員食堂 三丁目 浜松市中区板屋町111番地の2浜松アクトタワー2F
さん錦 浜松市中区富塚町1097番地の1
Resto.Bar TIPSY ROSE 浜松市中区千歳町22番地杉本ビル1F東
シャン・ロゼ 浜松市中区千歳町48番地の14 1F
すいれん 浜松市中区住吉二丁目36番15号
藤いち 浜松市中区肴町313番地の20
ラーメンQ 浜松市中区領家一丁目4番33号
コメダ珈琲浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台一丁目4番18号
コメダ珈琲 浜松駅北店 浜松市中区中央一丁目5番4号



店舗名称 店舗所在地
御蔵別亭 浜松市中区千歳町54番地中央千歳ビル1F
みやひろ 浜松市中区千歳町100番地の1
割烹みその 千とせ店 浜松市中区千歳町51番地
LUSIALLE 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル7階708号室
沖縄すこっぷ食堂 浜松市中区高丘西三丁目8番5号
酒肴食 はなやす 浜松市中区千歳町106番地の10前田駅前ビル1階
ゆき松 浜松市中区千歳町10番地の3 103ビル 1F
nanàs green tea  遠鉄百貨店 浜松市中区砂山町320番地の2遠鉄百貨店本館3階
楠倶楽部 浜松市中区八幡町2番地
クラブ アンジュ 浜松市中区千歳町61番地の1第2大村ビル1階Ｃ号室
くずし之助 浜松市中区千歳町39番地
vivo 浜松市中区肴町316番地の37 桑原ビル3F
OMGKITCHEN 浜松市中区鍛冶町100番地の1 1F
ビストロ クロネコ 浜松市中区松城町215番地の27
Cafe MUKUGE 浜松市中区上浅田二丁目4番35号
魚魯魚魯 浜松市中区伝馬町312番地の20 1F
焼肉 えん 浜松市中区西伊場町45番1号
住よし 浜松市中区海老塚二丁目17番26号
浜松田 舎家 浜松市中区田町315番地の31イケヤ有楽街ビル1階
碧 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル2階203号店
采 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル2階202号店
LOUNGE GOSSIP 浜松市中区肴町322番地の20松竹ビル712号
スナック 白 浜松市中区千歳町126番地の2 807ビル3F
つぼ八 浜松市中区和合町220番地の324
三ツ星マート 浜松店 浜松市中区葵東二丁目8番10号
スターバックスコーヒー 浜松 メイワン エキマチウエスト店 浜松市中区砂山町6番地の2
スターバックスコーヒー 浜松 メイワン 2階店 浜松市中区砂山町6番地の1MAYONE 本館2F
ラウンジ ELAN 浜松市中区千歳町126番地の2 807ビル 2F
鶏鯱 浜松市中区田町231番地の8プレイスワン1F
DOTE 浜松市中区千歳町56番地丸ビル2F西側
居酒屋 アイコ（AIKO) 浜松市中区千歳町22番地杉本ビル1F
LOUNGE おつゆ 浜松市中区千歳町61番地の10大村ビル202
カラオケ館 浜松住吉バイパス店 浜松市中区小豆餅二丁目6番22号
カラオケ館 浜松有楽街店 浜松市中区肴町318番地の12
Reboot 浜松市中区神明町223番地の33ワールドプラザ浜松101
ラ・キャシェット 浜松市中区板屋町102番地の17
泰郷 浜松市中区和合北二丁目6番23号フカヤマンションA棟101号室1階

木蓮 浜松市中区千歳町10番地の3 103ビル2階
酒肴遊善 あまの 浜松市中区上島二丁目23番16号
Bar リベンジ 浜松市中区千歳町35番地の3アオイビル002号
旬鮮食善 和楽 浜松市中区佐鳴台一丁目2番24号
モダンキッチン ろびん 浜松市中区伝馬町310番地の4アソルティ伝馬町1F
浜松大衆酒場 ごちもん 浜松市中区鍛冶町140番地の18



店舗名称 店舗所在地
餃子の遠州 浜松市中区鍛冶町319番地の11
カラオケ JOYJOY 浜松住吉店 浜松市中区住吉四丁目14番5号
ガストロノミア 冨屋 浜松市中区砂山町354番地の2
居酒屋 十五 浜松市中区上浅田一丁目14番21号
ビッグエコー浜松有楽街店 浜松市中区肴町322番地の20
八百徳鰻料理店 浜松市中区板屋町655番地
歌志軒浜松幸店 浜松市中区幸一丁目1番46号
陣太鼓 浜松市中区砂山町322番地の12
やっぱりステーキ浜松幸店 浜松市中区幸五丁目1番11号
み処 串心 浜松市中区千歳町24番地の1ジュンワンビル1-Ａ
コンセプトカフェ&バー アスリープ 浜松市中区鍛冶町15番地の14ザザシティ西館1Fザザ小路
まつ井 浜松市中区向宿二丁目2番2号
中国料理 東北冷麺王 浜松市中区田町329番地の11田町NANOビル2F
ひつまぶし長楽 浜松店 浜松市中区千歳町103番地の2
みんなのお店 鴨ちゃん 浜松市中区高丘西二丁目33番32号
呉竹荘 浜松市中区東伊場一丁目1番26号1F
立ち飲み居酒屋　ドラム缶　浜松店 浜松市中区田町328番地の1
総本家 備長扇屋 高丘店 浜松市中区高丘東二丁目12番27号
クマール ACT PLAZA 浜松市中区板屋町111番地の2ACTPLAZA B-1
Deorali 浜松市中区板屋町622番地サンリブ・レ1F
あだち珈琲店 浜松市中区砂山町185番地の1
1丁目 浜松市中区南浅田一丁目16番16号
スナック どんじゅあん 浜松市中区中島一丁目28番22号 伸栄マンション1F
マンダリンアリュール 浜松市中区板屋町702番地
Bar Raise 浜松市中区千歳町17番地の2 107ビル3F
肉料理 URUICHI 浜松市中区板屋町672番地FOOD昴3F
コロンボ 浜松市中区東伊場一丁目1番26号ホテル1F
ヴィラくれたけ 浜松市中区東伊場一丁目1番26号ホテル1F
森の異人館 浜松市中区東伊場一丁目1番26号
OASIS 浜松市中区田町315番地の24ゆりの木共同ビル1階
PERCH 浜松市中区肴町318番地の16かわかみビル3FN
ベルヴィ リリアル 浜松市中区上島二丁目10番5号
エストリアル 浜松市中区鍛冶町321番地の5
アーブル オランジュ 浜松市中区南浅田二丁目13番30号
アルコラッジョ マリエール 浜松市中区中央三丁目11番11号3F
hamamatu 浜松市中区田町327番地の24万年橋パークビル1F
湖清 浜松市中区東伊場一丁目3番1号グランドホテル浜松内
ザ・アミーゴス 浜松佐鳴台店 浜松市中区佐鳴台一丁目6番30号
スナック KiKi 浜松市中区上浅田二丁目2番7号モンブランマンション1-C
懐石 いっ木 浜松市中区田町329番地の8
食堂 TAKA 浜松市中区高丘北二丁目1番20号
カラオケ ジョイジョイ 浜松駅かじ町店 浜松市中区田町330番地の20
ちょっと一杯 浜松市中区砂山町359番地の21楽天地通り



店舗名称 店舗所在地
デニーズ浜松菅原町店 浜松市中区菅原町9番24号
デニーズ浜松野口町店 浜松市中区中央一丁目6番4号
Daya IndianCafe & HealingSpace 浜松市中区常盤町143番地の20セイル常盤ビル1F
CHILL 浜松市中区田町323番地の6 Y2ビル2階西号室
めんくい亭 浜松市中区住吉三丁目16番9号
和桜／韓国酒場 ナグォン 浜松市中区鍛冶町319番地の20伴野ビル2F
デニーズ 浜松葵東店 浜松市中区葵東二丁目2番12号
CLUB. REVEL 浜松市中区肴町322番地の1ぬい屋ビル5階
麺創房 一凜 浜松市中区名塚町235番地
やよい軒 浜松店 浜松市中区砂山町322番地の4
HASHIGO 浜松市中区田町315番地の29
Casual Bar SIGNAL 浜松市中区千歳町120番地千歳天馬ビル3階南側
ECXIA 浜松市中区鍛冶町321番地の16 ミゾグチビル
酵素風呂 パール 浜松市中区富塚町217番地の3
成高園 浜松市中区幸五丁目2番10号
Bar GOD 浜松市中区千歳町32番地ヴィラージュビルB1F
静岡大学生活協同組合 浜松南館食堂 浜松市中区城北三丁目5番1号
静岡大学生協北会館1F 食堂 浜松市中区城北三丁目5番1号
留園支店 浜松市中区元浜町353番地の1
Music BAR Pleasure 浜松市中区西伊場町59番15号
神蔵 浜松市中区肴町322番地の20浜松松竹ビル2階A区画
本間 浜松市中区上浅田二丁目7番24号
カルティエ 浜松市中区田町327番地の3
Bar Triangle 浜松市中区板屋町626番地グランドガーデンワオン浜松1F
SOLANI DINING 浜松市中区鍛冶町100番地の1ザザシティ中央館3階
お好み焼本舗浜松中沢店 浜松市中区中沢町23番1号
宇城 浜松市中区佐鳴台六丁目7番17号
ミリオン 浜松市中区千歳町41番地の1千歳町松下貸店舗2階
舞子 浜松市中区富塚町3002番地の4
恋灯路 浜松市中区小豆餅三丁目4番1号
Vamp 浜松市中区成子町56番地
スナック ジョセフィーヌ 浜松市中区田町315番地の28
まつもとフルーツギャラリー＆フルーツパーラートレピーニ 浜松市中区鴨江二丁目51番16号
いそ善 浜松市中区葵東三丁目4番5号
暖笑酒家 おりょう 浜松市中区田町327番地の3A
ももたろう 浜松市中区鍛冶町15番地の6ザザ小路
板屋町 とり誠 浜松市中区板屋町2番地の104
すし天ぷら や鮨 浜松市中区千歳町203番地外松菱通りB-2ビル1F
寿司処 大山屋 浜松市中区和地山二丁目35番17号
CHA・RU・RU 浜松市中区鍛冶町1番地の47林ビル1F南
や台ずし 浜松モール街町 浜松市中区千歳町99番地の1 1階
香穏 浜松市中区田町325番地の32
知久屋 馬込店 浜松市中区中央二丁目12番1号 1F



店舗名称 店舗所在地
知久屋 和合店 浜松市中区和合町220番地の69
知久屋 市営グランド前店 浜松市中区上島六丁目23番5号
季節料理 鴨江さいとう 浜松市中区鴨江三丁目63番18号
ステーキのあさくま 鹿谷ガーデン店 浜松市中区鹿谷町11番1号
ステーキのあさくま 浜松船越店 浜松市中区船越町33番22号
あき乃 浜松市中区佐藤一丁目4番15号
くに武 浜松市中区田町331番地の3サンステップ田町ビル4F
浜名湖うなぎ「元城亭（MOTOSHIROTEI）」 浜松市中区元城町109番地の18
caf  macolinne 浜松市中区板屋町102番地の17棒屋第2ビル1F
Dining bar bLoom 浜松市中区肴町322番地の1 ぬい屋ビル3階北側



店舗名称 店舗所在地
東留 浜松市東区原島町137番地の1
ホテルルートイン浜松ディーラー通り 浜松市東区篠ケ瀬町1220番地の1
四六時中 イオン浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3イオン浜松市野店1F
沼津魚がし鮨 流れ鮨 浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の1
Shunsai 大畑 浜松市東区植松町153番地
ちゃんこ陣屋 浜松市東区和田町908番地の1
お茶の間のおと 浜松市東区半田山五丁目25番1号
市野 吉田屋 浜松市東区市野町1688番地
インド・スリランカレストラン シーツー 浜松市東区半田山四丁目23番3号
スイートピー 浜松市東区半田山三丁目43番16号
亀庵総本店 有玉店 浜松市東区有玉北町789番地の1
亀庵総本店 西塚店 浜松市東区西塚町94番地の1
浜松 とんとん庵 浜松市東区有玉北町194番地の1
じょんだ食堂 浜松市東区半田山五丁目17番2号
和食麺処サガミ浜松有玉店 浜松市東区有玉北町89番地の1
いまや 浜松市東区天王町1216番地の1
和食なかむら 浜松市東区上西町41番地の26
Trattoria Guido 浜松市東区天王町1790番地の5
暖笑 浜松市東区小池町1578番地の1
よってけ 浜松市東区子安町1481番地
プチダイニングバー てのひら 浜松市東区原島町360番地
牛角 市野店 浜松市東区天王町1981番地の29
バーガーキング イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3 1階
広島お好み焼き タイラ 浜松市東区有玉南町508番地の3
むつみ屋 有玉店 浜松市東区有玉南町549番地の4
唄の すみか 浜松市東区中郡町1463番地の1
一味也 浜松市東区半田山五丁目17番1号
日本料理 寿し半藍路 浜松市東区半田町1720番地
ハンバーグレストランGOOD 浜松市東区原島町293-3
一品料理 むら松 浜松市東区小池町163番地の2
誠 浜松市東区神立町118番地の3
旬彩 吉田新次郎 浜松市東区和田町789番地の2
TROMBA 浜松市東区小池町2627番地
もんじゃ焼 季余 原島店 浜松市東区原島町179番地の1
らあめん花月嵐 浜松柳通り店 浜松市東区神立町125番地の3
心桜 浜松市東区植松町1470番地の4
中国料理 華都 浜松市東区有玉台四丁目7番3号
スカリ タイ レストラン 浜松市東区大蒲町84番地の5
スナック花美 浜松市東区上西町54番地の3
oceanflavor 鯛一 浜松市東区篠ケ瀬町1286番地の3 富士ビル1F
サイゼリヤ 浜松プラザフレスポ店 浜松市東区上西町1020番地の1 浜松プラザフレスポ1F

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度　認証事業者一覧　【浜松市東区】



店舗名称 店舗所在地
せせらぎ料理店 浜松市東区中里町213番地
BEE・HOUSE 浜松市東区和田町568番地の1
市野とうがらし 浜松市東区市野町1568番地
道の文化 九重 浜松市東区大瀬町1607番地の1
鮨 大受 浜松市東区将監町36番地の2
ひろや鮨 浜松市東区上新屋町243番地の6
銀座 たこ専 浜松本店 浜松市東区小池町158番地の1
さわもと 浜松市東区有玉北町1759番地
うなぎ専門の店 うな竹 浜松市東区篠ケ瀬町117番地の2
ラケル イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町諏訪1981番地の3 イオン浜松市野SC1F

台湾料理 吉勝 浜松市東区篠ケ瀬町441番地の1
ヒダマリノキ 浜松市東区恒武町224番地の2
とんひろ 浜松市東区上新屋町231番地の5
四季の味しんや 浜松市東区安間町650番地
懐石 八方 浜松市東区上新屋町228番地の8
麺屋はやたろう 有玉店 浜松市東区有玉南町1353番地の1
なぎさ鮨 浜松市東区西塚町324番地の10
小樽食堂 浜松丸塚店 浜松市東区丸塚町20番地の1
Aozora DINING 浜松市東区上新屋町227番地の3
Fukurou DINING 浜松市東区下石田町1801番地の1
Tsumami-Gui 浜松市東区大島町922番地
松鮨 浜松市東区丸塚町141番地の2
牛角 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町760番地の1
創作ダイニング DAIDOCORO 浜松市東区半田山一丁目9番5号
しゃぶしゃぶ温野菜 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町760番地の1
しゃぶしゃぶ温野菜 浜松原島店 浜松市東区原島町315番地の1
寿し匠 浜松市東区半田山四丁目32番2号
けやき 浜松市東区北島町767番地
雪園 浜松市東区笠井新田町198番地
ぎをん椿庵 イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野 1F
ガスト 浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町322番地の1
ガスト 浜松インター店 浜松市東区下石田町987番地1
ガスト 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町772番地の1
しゃぶ葉 浜松和田店 浜松市東区和田町495番地の1
韓丼 浜松原島店 浜松市東区原島町375番地の1
モスバーガー 浜松天王店 浜松市東区天王町1981番地の8
biscot cafe costa-rica 浜松市東区西塚町200番地サーラプラザ浜松1F
ドール 浜松市東区小池町2696番地
麺屋はやたろう 原島店 浜松市東区原島町374番地の2
食来亭 なつ梅 浜松市東区小池町1364番地の1
巖邑堂 浜松市東区神立町136番地の10
株式会社 なごみ 浜松市東区上新屋町237番地の1
熟成焼肉いちばん 浜松中央店 浜松市東区和田町793番地の2



店舗名称 店舗所在地
スナック車 浜松市東区天王町1216番地の1
一蘭 浜松店 浜松市東区篠ケ瀬町1056番地の1
ココス 浜松西塚店 浜松市東区西塚町113番地
SouRiANT 浜松市東区笠井町951番地の2
台湾まぜそばはなび 浜松店 浜松市東区原島町75番地の1
さのすし 浜松市東区大瀬町27番地の120
そば処 大島町吉田屋 浜松市東区大島町1231番地の3
SAVASAVANUT 浜松市東区笠井町1489番地の7
ジョイフル 浜松半田店 浜松市東区半田山五丁目37番5号
モランボン 浜松市東区西塚町307番地の3
る・ぷてぃぷらんす 浜松市東区西塚町316番地の1北側
ジョイフル 浜松子安店 浜松市東区子安町301番地の1
ジョイフル 浜松天王店 浜松市東区中田町754番地の2
らーめん奉仕丸 浜松市東区有玉北町1611番地の4
もふもふ 浜松市東区薬師町478番地
馳走 花籠 浜松市東区積志町534番地の3
カフェ&ダイニング Ripple 浜松市東区市野町2218番地の1
スナック チャムーチャム 浜松市東区上新屋町226番地の1日の出プラザ東側No4
Red Eye 浜松市東区天王町1241番地の1
麺屋 Kazu－G 浜松市東区篠ケ瀬町545番地
スナック とんでもない 浜松市東区上新屋町226番地の1
cafe soco 浜松市東区天王町954番地の1
中川屋 浜松市東区中野町861番地の2
三方原下り ハイウェイショップ 浜松市東区有玉西町779番地の2
麺屋 おおひろ 浜松市東区笠井上町283番地
くつろぎ酒場 風和里 浜松市東区西塚町324番地の1
Indian Restaurant Deepak 浜松市東区小池町1579番地
だんらん処えん屋 浜松市東区半田山五丁目9番9号
築地銀だこ イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981番地の3イオン浜松市野1階
らーめん・ぎょうざ 豚猿 浜松市東区中野町317番地の1
人情酒場 浜松市東区上新屋町226番地の1日の出プラザ東7
スナック喫茶 ドミノ 浜松市東区西塚町317番地の2
五郎八 浜松市東区神立町117番地の4
ON THE ROAD 浜松市東区貴平町532番地
柊terrace 浜松市東区天龍川町176番地の1
スシロー 浜松北島店 浜松市東区北島町1520番地の1
スナック 琉佳 浜松市東区和田町174番地の1　2号室
八方支店 浜松市東区大島町220番地の4
和喜藹々 里うさぎ 浜松市東区笠井上町298番地の4
あい麺や 浜松市東区長鶴町167番地
いっ福茶屋しき彩 浜松市東区有玉北町2297番地の1
うな紀 浜松市東区有玉北町1138番地の2
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松天王町店 浜松市東区天王町1175番地の1



店舗名称 店舗所在地
焼肉処 炎蔵 浜松市東区大島町826番地
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町710番地の1
ホットロード 浜松市東区西ケ崎町979番地の2
淡竹屋 浜松市東区有玉北町1300番地
ミサトキッチン 浜松市東区半田山五丁目19番20号
らぁめん ひいらぎ 浜松市東区原島町164番地
more 浜松市東区大島町941番地の3
Bande 浜松市東区小池町925番地の5
お菓子の森＆蔵のカフェ 浜松市東区和田町484番地
鐘庵 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町1602番地の1
ニュー赤いハンカチ 浜松市東区上新屋町229番地の20北
麺屋 三郎 浜松市東区半田町1328番地の1
信州そば処 そじ坊 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野店1F
サンマルクカフェ イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3
レッドクリフ イオンモール市野店 浜松市東区天王町1981番地の3市野イオン1F
雷電 浜松市東区天王町1289番地の2シャトレー天王5号
一文字結 浜松市東区和田町923番地の3
Spice Kingdom 浜松店 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野1F
いさんのキッチン 浜松市東区天王町1981番地の3市野イオンモール1F
bb.q OLIVE CHICKEN  cafe 浜松プラザ店 浜松市東区上西町1020番地の1 浜松プラザフレスポ1F
パンガン 浜松市東区天王町114番地の14
極旨醤油らーめん 一刻魁堂 浜松ささがせ店 浜松市東区篠ケ瀬町1222番地
中華そば 天までとどけ 浜松市東区薬師町309-18
ホームラン軒 浜松市東区半田山一丁目10番5号
さくら 浜松市東区上新屋町229番地の20
ちゃーしゅー ちゃおちゃん 浜松市東区上西町35番地の3
うなぎの松葉 浜松市東区下石田町982番地の1
カラオケスナック ふるさと 浜松市東区有玉南町1777番地の1
茶ッ葉屋 浜松市東区西塚町313番地の4
風味鳥 まさ 浜松市東区中田町127番地の7
Beach North 浜松市東区貴平町1702番地の1
お食事処 ちんちら 浜松市東区上新屋町204番地の11
串゛KEN 浜松市東区有玉南町1360番地の1
志水 浜松市東区天王町676-2
スナック 島 浜松市東区上新屋町226番地の1
パブナック ニューチャージ 浜松市東区小池町2494-1
味ごよみ げんでん 浜松市東区上西町1331-1
喰い処 稲勝 浜松市東区小池町2512番地の1
居酒屋 コステロ 浜松市東区天王町243番地
麺屋 山彦 浜松市東区小池町693番地
レストラン・ラ・サリーブ 浜松市東区半田山一丁目18番28号
サラカム　イサーン 浜松市東区積志町406番地
小料理 やまざき 浜松市東区上西町1-8



店舗名称 店舗所在地
寿し仙 浜松市東区小池町1860番地
吟家 浜松市東区和田町174番地の1鈴木店舗3号
竹仙 浜松市東区下石田町1805-8
たかちゃん 浜松市東区龍光町181番地
ちょっとはいる 浜松市東区将監町47番地の8
食堂andスナック ナカハラ 浜松市東区龍光町539番地の1
〇清龍 浜松市東区半田山5-38-5
三蔵珈琲店 浜松市東区上石田町587番地
村木屋 浜松市東区西ケ崎町748番地
エ・カリーナ 浜松市東区小池町153番地
喫茶＆スナック あすなろ 浜松市東区薬師町361番地の1
食事処 あきたや 浜松市東区積志町361番地の2
やまさんキッチン 浜松市東区中郡町1825番地
ほっこりDINING きら 浜松市東区篠ケ瀬町545番地
スターバックスコーヒー 浜松半田山店 浜松市東区半田山四丁目4番25号
スターバックスコーヒー イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野SC1F

魚梅本店 浜松市東区西ケ崎町604番地
千勝すし 浜松市東区積志町25-1
手打そば 築 浜松市東区和田町153番地の1
アポニー 浜松市東区中田町431番地
かどや 天竜川店 浜松市東区天龍川町224番地
磯寿司 浜松市東区大瀬町27番地の167
ディッパーダン イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町諏訪1981番地の3 イオンモール浜松市野店1F

都々路 浜松市東区子安町1481番地
炭焼 春一番 浜松市東区有玉西町2417番地の1
かつ庵 浜松天王店 浜松市東区天王町1981番地の9
カラオケ喫茶 おばあちゃんの笑顔 浜松市東区小池町2557番地の4
にぎりの徳兵衛 西塚店 浜松市東区神立町122番地の1
とりーず 浜松市東区積志町160番地の3
エベレスト ナン ハウス ＆ バー 浜松市東区上新屋町237番地の2日の出プラザ西
千家 浜松市東区篠ケ瀬町1322番地
サロン・ジュテーム 浜松市東区北島町274番地の3
トロロ汁屋 くまちゃん 浜松市東区篠ケ瀬町552番地の8
マイルド 浜松市東区天王町1241番地の1
正吉 浜松市東区天王町1216番地の1
呑み処 紙ふうせん 浜松市東区小池町63番地の1
パブ カサミラン 浜松市東区市野町557番地
七輪炭火焼肉 火の国 西ヶ崎店 浜松市東区西ケ崎町1475-1
うなぎ 川ます 浜松市東区西塚町324番地の1
とらいあんぐる 浜松市東区笠井町263番地の20
Cafe Rustico 浜松市東区西ケ崎町1793
仏蘭西料理 クレール 浜松市東区篠ケ瀬町248番地
魚魚丸 浜松市東区中田町114番地の1



店舗名称 店舗所在地
遊モア 浜松市東区上新屋町200番地の15
スナック ちぼ 浜松市東区天王町1216番地の1
フルーツ shomeido 浜松市東区植松町70番地の14
中華料理 順祥 浜松市東区植松町1470番地の3
居酒屋 えんまん 浜松市東区天王町1238番地
餃子の王将 有玉店 浜松市東区有玉北町91番地の2
四川飯店 西塚店 浜松市東区西塚町200番地サーラ浜松ビル2階
利客坊 Rick Farm タピオカ専門店 浜松市東区上西町1020番地の1浜松プラザ・フレスポ1F
GRATEFUL'S 浜松はんだやま店 浜松市東区半田山五丁目1番21号
ありがとう 浜松市東区原島町144番地の1
Aa Ya アサイーヤ本店 浜松市東区有玉南町1251番地の2
麺屋 海老蔵 浜松市東区有玉西町2413番地の1
Lull 浜松市東区上新屋町205番地の5ネオキャッスルB101
中国四川料理 川龍 浜松市東区半田町1585番地の1
さぱーるーむ うり坊 浜松市東区天王町1808番地
Rei 浜松市東区原島町136番地の1
スナック Blue Rose 浜松市東区原島町458番地の1-1
のみくい亭 びんご 浜松市東区北島町655番地
キッチン バジル 浜松市東区安間町787番地
若あゆ 浜松市東区大島町968番地の１
まちかど情報館 浜松市東区西ケ崎町709番地
東留支店 浜松市東区笠井上町71番地の2
来来亭 天竜川店 浜松市東区和田町109番地の1
ガレージ喫茶 シャコム 浜松市東区天龍川町234番地
居酒屋 しみづ 浜松市東区豊西町1848番地
ミュージックラウンジ レジェンド 浜松市東区小池町2637番地
お食事めん処 みちる 浜松市東区笠井町342番地の13
nanàs green tea イオンモール 浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981番地の3イオンモール浜松市野1F

八海 浜松市東区豊町2202番地
司料理店 浜松市東区天王町1788番地
大衆割烹 三吉 浜松市東区小池町1954番地の1
感激どんどん 浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町262番地
飲み処 まる〇 浜松市東区上新屋町226番地の1
WINK 浜松市東区北島町181番地の2
らーめん屋 まる八 浜松市東区丸塚町503番地の7
レストラン ひらまつ亭 浜松市東区植松町268番地の1ビレッタ第2浜松1F
中国料理 萬龍 浜松市東区小池町928番地の2
甘藍屋 浜松市東区大蒲町83番地の18
居食処 美園 浜松市東区天龍川町162番地の1
蕎里 浜松市東区半田町1275番地
餃子の砂子 浜松市東区有玉北町1589番地
悠遊居酒屋 華菜美 浜松市東区下石田町1511番地
炭焼きレストラン さわやか 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町547番地の1



店舗名称 店舗所在地
和幸 イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3イオン浜松市野SC1階
コート・ダジュール 浜松篠ケ瀬店 浜松市東区篠ケ瀬町1234番地
荻窪ラーメン 十八番 浜松市東区和田町910番地の1
アーガン 浜松市東区小池町832番地
好麺(原島店) 浜松市東区原島町107番地の2
炭焼きレストラン さわやか 浜松篠ケ瀬店 浜松市東区篠ケ瀬町1232番地
拉麺 しるし 浜松市東区半田山五丁目36番1号 アロマ半田地下
炭焼きレストラン さわやか イオンモール 浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3
コローレ 浜松市野店 浜松市東区小池町2441番地の9
Anny coffee 浜松市東区中野町17番地の1
半田山 あぜくら 浜松市東区半田町927番地
五穀 浜松東店 浜松市東区天王町1981番地の3イオン浜松市野SC1F
蘭天 浜松市東区半田山四丁目41番1号
火の蔵 有玉店 浜松市東区有玉北町1800番地
食楽温心 りゅう庵 浜松市東区神立町505-1
ケンタッキーフライドチキン 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町1601番地
スナック 咲良 浜松市東区市野町1001番地
かつや 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町1756番地の1
ちゃーしゅうや武蔵 イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町字諏訪1981番地の3 1階
ラーメン山岡家 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町2281番地の1
ラーメン山岡家 浜松薬師店 浜松市東区薬師町73番地の1
炭火焼肉 火の国 中田店 浜松市東区中田町85番地
有限会社 鶴亀鰻寮 浜松市東区宮竹町204番地の1
安楽亭 浜松ささがせ店 浜松市東区篠ケ瀬町1310番地
総本家 備長扇屋 浜松遠鉄自動車学校前店 浜松市東区小池町1578番地
伊酒屋 一粋 浜松市東区天龍川町233-1
松屋 神立店 浜松市東区神立町118番地の2
ふりいだむ 浜松市東区和田町772番地の2
五味八珍 天王店 浜松市東区天王町1504番地の1
ラーメン 火の車 大喜 浜松市東区和田町174番地の1
五味八珍 笠井店 浜松市東区笠井町1197番地の22
洋食屋 みさくぼ 浜松市東区篠ケ瀬町1038
はなまるうどん 浜松アリーナ前店 浜松市東区大蒲町86番地の7
丸亀製麺 浜松西塚 浜松市東区西塚町303番地の6
コナズ珈琲 浜松 浜松市東区小池町2425番地の1
元町珈琲 上新屋の離れ 浜松市東区上新屋町127番地の1
コメダ珈琲店 浜松原島店 浜松市東区原島町359番地の2
7福神壱 浜松市東区小池町831番地
鉄板焼き やま 浜松市東区宮竹町146番地
神戸元町ドリア イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野1F
ミスタードーナツ イオン浜松市野ショップ 浜松市東区天王町1981番地の3
なかたに 浜松市東区中郡町838番地の2
中国料理 旬華咲兆 浜松市東区西ケ崎町718番地の1



店舗名称 店舗所在地
洋麺屋五右衛門浜松有玉店 浜松市東区有玉南町581番地の1
弥平 浜松市東区天王町1536番地の2
えびのや イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3 イオンモール浜松市野1階
串家物語 イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3 イオンモール浜松市野店1階

ミッシェル ピザ浜松店 浜松市東区天王町668番地の1
WAVE FAMILY 浜松市東区原島町144番地の1
シンフォニー 浜松市東区上西町6番地の1
居酒屋 美沙 浜松市東区上新屋町244番地の25
ブロンコビリー有玉店 浜松市東区有玉北町96番地の1
魚浜本店 浜松市東区積志町1457番地
なり田 浜松市東区上新屋町58番地の1
興旺飯店 浜松市東区上新屋町229番地の18
九州ラーメン 浜松市東区天王町638番地
ビリーボックス ハラルレストラン 浜松市東区中郡町1188番地の1
浜松トラックステーション 浜松市東区流通元町2番3号
居酒屋ほたる 浜松市東区下石田町912番地第一鈴木ビル1階
MAMA’S KITCHEN 楽座 浜松市東区豊町2814番地の1
style casa 浜松市東区材木町523番地の7
太一 浜松市東区北島町121番地の1
お好み焼美喜 浜松市東区子安町329番地の1
笑門 浜松市東区半田町1371番地の1
藤屋支店 浜松市東区中田町16番地
スナックV 浜松市東区西塚町316番地の5
大東園 浜松市東区半田山六丁目7番1号
GLOBAL WORK CAFE イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の 1Fイオンモール浜松市野
くら寿司 浜松有玉店 浜松市東区有玉北町1822番地の1
くら寿司 浜松和田店 浜松市東区和田町617番地の1
鐘庵 上新屋楽園店 浜松市東区上新屋町1番地の5
やきとり家すみれ 浜松篠ケ瀬店 浜松市東区篠ケ瀬町241番地
ソラウェ 浜松市東区小池町68番地の3
Rainbow Island Cafe LION COFFEE 浜松市東区天王町1981番地の3イオンモール浜松市野2階
四季菜酒膳 さかもと 浜松市東区積志町1223番地の1
吉野家 浜松ディーラー通り店 浜松市東区和田町779番地の1
タリーズコーヒー イオンモール浜松市野店 浜松市東区天王町1981番地の3
中華ソバ 藤むら 浜松市東区篠ケ瀬町417番地の7
ZERO123 浜松市東区原島町420番地の1
居酒屋けっちゃん TAMBAYAN 浜松市東区小池町831番地
デコール 洋菓子店 浜松市東区大島町823番地の2
Gout kitchen 浜松市東区将監町7番地の15
ブラウニーサンドイッチ 浜松市東区安新町550番地の4
仕出し 宴会 おびや 浜松市東区笠井町1275番地
麗麗 浜松市東区上新屋町226番地の1
天竜そばこたけ庵 浜松市東区中田町126番地の1



店舗名称 店舗所在地
Nagomi園 浜松市東区上新屋町226番地の12部屋番号1
レストラン ティー・アンド・リュウ 浜松市東区西塚町316番地の1
定食と喫茶 ボルドー 浜松市東区恒武町161番地の1 K-1ビル1階
つぼ八  原島店 浜松市東区原島町284番地の1
奈加島 浜松市東区有玉南町1363番地の1
あんしんの里喫茶 浜松市東区安新町33番地の1
HARUICHI STYLE 浜松市東区上新屋町129番地の1
オンザライン 浜松市東区上新屋町200番地の5
カラオケ JOYJOY 浜松宮竹店 浜松市東区宮竹町322番地の1
珈楽庵浜松店 浜松市東区有玉北町1229番地
ラウンドワンスタジアム浜松店 浜松市東区天王町1981番地の17
伊風優菜Tiamo 浜松市東区積志町160番地の3
はま寿司 浜松天王店 浜松市東区天王町1981番地の4
むっちゃん 浜松市東区中野町672番地
club PARADISE 浜松市東区貴平町262番地の2貴平町店舗1階
Dreams Sweets 浜松市東区天王町1240番地の1
デニーズ 浜松有玉店 浜松市東区西ケ崎町1898番地
燈乃メゾン 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町572番地の1
やよい軒 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町570番地の1
うまいもん空海 浜松市東区有玉西町2417番地の9
チョアチキン 浜松原島店 浜松市東区原島町360番地
横浜家系らーめん 松壱家 浜松市東区西塚町306番地の7丸八管材西塚ビル1F
ラーメン魁力屋 浜松有玉店 浜松市東区有玉南町1922番地の1
カレーハウス CoCo壱番屋 浜松笠井店 浜松市東区笠井町1197番地の22
知久屋 医大前店 浜松市東区半田山四丁目4番12号
知久屋 原島店 浜松市東区原島町158番地の1
寿し徳 浜松市東区笠井上町178番地の1
ステーキのあさくま 浜松インター店 浜松市東区北島町1387番地の1



店舗名称 店舗所在地
センターハウスレストラン「ぱくぱく大食堂」 浜松市西区舘山寺町1891番地
ホテルウェルシーズン浜名湖 花扇 浜松市西区舘山寺町1942番地の1
ホテルウェルシーズン浜名湖「ルピナス」 浜松市西区舘山寺町1942番地の1
黒毛和牛 はなだ 志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目40番9号
備長扇屋 浜松入野店 浜松市西区入野町937番地の1
食事処 浜八景 浜松市西区舘山寺町1891番地華咲の湯2F
ホテルルートイン 浜松西インター 浜松市西区湖東町6015番地の1
うなぎ専門の店 志ぶき 浜松市西区舘山寺町2252番地の1
四六時中 浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂SC1階

時わすれ開華亭 浜松市西区舘山寺町412番地
うなぎ食事処 浜乃木 浜松市西区舘山寺町2221番地の1
浜菜坊 浜松市西区舞阪町弁天島3101番地
沖縄cafe果報 浜松市西区古人見町1089番地
甘酒専門店麹家LABO and STORE 浜松市西区雄踏町宇布見8130番地の1
めん処杢屋浜松入野店 浜松市西区入野町845番地の1
羽っぴー 浜松市西区舘山寺町2309番地の1
福ちゃん舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田479番地
福ちゃん坪井店 浜松市西区坪井町4383番地の2
BENTEN RESORT THE OCEAN 浜松市西区舞阪町弁天島3285番地の88
あげてんや イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松SC1F
緑の谷のごちそうテラス CoCoChi 浜松市西区大久保町1173番地
民宿 食事処 松一 浜松市西区平松町2033番地
民宿 いのうえ 浜松市西区舞阪町弁天島3742番地
TEMAJI 浜松市西区志都呂二丁目1番27号
釜焼鳥本舗おやひなや 浜松店 浜松市西区雄踏一丁目12番26号
ホルモン風月 浜松市西区入野町6020番地
居酒屋 どんべ 浜松市西区雄踏町宇布見8087番地の2
田吾松 浜松市西区西山町2298番地の3
パンカフェ 珈琲香爐 浜松市西区大平台二丁目16番10号
ハッピーバレーダイニングアンドカフェ 浜松入野店 浜松市西区入野町820番地の1
鉄板焼 牛タン屋 麦 浜松市西区入野町4902番地の6
卯庵 浜松市西区西山町無番地
こくりこ 大山店 浜松市西区大山町3806番地の32
鎌倉パスタ イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂1F

和食 さと 浜松西インター店 浜松市西区湖東町6011番地の2
磯の香 浜松市西区舞阪町浜田378番地
もんじゃ焼 季余 浜松市西区志都呂一丁目33番1号
サイゼリヤ 浜松入野店 浜松市西区入野町6486番地の1-2
サイゼリヤ イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂2F

和食と釜めし かなざわ 浜松市西区雄踏町宇布見4061番地の5
T-2 浜松市西区入野町14181番地の1 東側

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度　認証事業者一覧　【浜松市西区】



店舗名称 店舗所在地
浜名湖の味 大むら屋 浜松市西区庄内町423番地の2
浜寿し 浜松市西区舘山寺町2282番地
おれん家 浜松市西区入野町14435番地の3
うなぎ湖畔食房 舘山寺園 浜松市西区舘山寺町2229番地
和風すなっく 友樹 浜松市西区雄踏町宇布見4663番地
磯路 浜松市西区舞阪町舞阪1841番地の3
居酒屋 健ちゃん 浜松市西区西山町10番地の15
いっぷく処 共 浜松市西区庄内町945番地
炭焼 のっぽ 浜松市西区入野町6229番地の1
やきとり肥後 浜松市西区舞阪町舞阪2118番地の46
浜名湖ダイニング「空海」 浜松市西区舘山寺町3302番地
豚焼肉のじ 浜松市西区馬郡町6039番地
ぱいなっぷる 浜松市西区入野町6020番地
しゃぶ葉 浜松入野店 浜松市西区入野町9969番地の1
Honeycoco Sweets 浜松市西区古人見町709番地
食處 むらまつ 浜松市西区舞阪町長十新田86番地
牛角 入野店 浜松市西区入野町6393番地
STROKE 浜松市西区入野町14180番地の5西側
魚忠 浜松市西区舞阪町舞阪1772
熟成焼肉いちばん 浜松志都呂店 浜松市西区志都呂一丁目40番33号
ココス 浜松雄踏店 浜松市西区雄踏一丁目1番3号
うな慎 浜松市西区馬郡町2476番地の227
肴 浜松市西区坪井町4318番地
川金 浜松市西区篠原町9437番地
メソン アルマジロ 浜松市西区大山町3851番地の3
ジョイフル 浜松舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田767番地
Hamamatsu Base 浜松市西区入野町6332番地の3
MARGARITA 浜松市西区舞阪町弁天島3285番地の15大和丸文マンション1階

大東園 浜松店 浜松市西区入野町825番地の3
Cafe メイプル 浜松市西区舘山寺町2061番地の2
パブ 愛ランド 浜松市西区舞阪町弁天島3820番地の3
弥平次 浜松市西区舘山寺町2482番地の2
千年たまごや 浜松市西区雄踏一丁目16番18号
万松 浜松市西区志都呂二丁目20番16号
かつや 静岡浜松入野店 浜松市西区入野町9704番地の4
ラーメン ワコー 浜松市西区舘山寺町3305番地の７
中国料理 浜木綿 浜松西インター店 浜松市西区湖東町6012番地の1
はっぴいどあ 浜松市西区入野町14181番地の1
ESQUERITA68 浜松市西区大平台二丁目48番30号
割烹 松の家 浜松市西区舘山寺町2306番地の4
坊屋 浜松市西区馬郡町4162番地
懐石 和招 浜松市西区西山町131番地の4
友 浜松市西区馬郡町1141番地



店舗名称 店舗所在地
舘山寺の餃子屋 浜松市西区舘山寺町2251番地の3HAMANAKO ENGINE

旬鮮庵 ひなた 浜松市西区雄踏一丁目12番21号粋族館1-B
魚あら 浜松市西区舞阪町舞阪2119番地の12
大戸屋ごはん処 イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号
フランス料理 メゾンナカミチ 浜松市西区入野町1900番地の37
麺屋 田力 浜松市西区雄踏町宇布見4863番地の191
寿司処一慶 浜松市西区和光町465番地
田所商店 浜松店 浜松市西区志都呂二丁目40番28号
Kitchen  Luce 浜松市西区伊左地町2528番地の1
かかし 浜松店 浜松市西区志都呂町二丁目37番1号 イオンモール浜松志都呂2F

台湾点心房 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂2F

RESTAURANT SHUSHU 浜松市西区古人見町3065番地の6
おしどり 浜松市西区舘山寺町2292番地の1
三角屋 浜松市西区篠原町3878番地の1
THE HAMANAKO 遠州灘 浜松市西区雄踏4396番地の1
TIME DRIP COFFEE 浜松市西区村櫛町5475番地の1浜名湖ガーデンパーク
THE HAMANAKO バンボシュール 浜松市西区雄踏山崎4396番地の1
THE HAMANAKO 天壇 浜松市西区雄踏山崎4396番地の1
THE HAMANAKO リプル 浜松市西区雄踏山崎4396番地の1
さかな家物産店 浜松市西区湖東町5652番地の1
THE HAMANAKO 四季 浜松市西区雄踏山崎4396番地の1
有限会社 うな天 浜松市西区篠原町20181番地の2
ポート24 浜松店内食堂 浜松市西区坪井町4183番地
マリーンカフェ 浜松市西区舘山寺町3289番地の3
北留 舘山寺支店 浜松市西区舘山寺町2416番地の1
LaLaカレー 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の169
ハマナコベリーズファーム 浜松市西区舘山寺町508番地
かさご餃子 浜松市西区雄踏町宇布見5180番地の2
NIEU QUAN RESTAURANT 浜松市西区篠原町21680
アンビション 浜松市西区入野町16101番地の8南平台マンション102
炭焼家 おれんぢ 浜松市西区雄踏町宇布見8364番地
酒処 伊とう 浜松市西区舞阪町舞阪2114番地の2の1
鮓 樹 浜松市西区大平台三丁目29番16号パレスポート1号
とんかつ八兵衛 浜松市西区入野町611番地の1
憩 浜松市西区西山町695番地の3
サゴーロイヤルホテル コーヒーラウンジ 浜松市西区舘山寺町3302番地
居酒屋 「さくら」 浜松市西区舞阪町舞阪4138番地
ル・グラン・ミラージュ 浜松市西区志都呂一丁目9番14号
スナック いろは 浜松市西区入野町946-1
lecomte 浜松市西区大平台三丁目16番33号
ジョリーパスタ 浜松西インター店 浜松市西区湖東町5739番地の5
喫茶飛行場 浜松市西区入野町4702番地の16
はままつフラワーパークカフェ花緑ing 浜松市西区舘山寺町195番地



店舗名称 店舗所在地
春夏秋冬 音膳 浜松市西区湖東町2845
PIENI KOTI 浜松市西区神ケ谷町6816番地の28
たけがみ 浜松市西区大平台一丁目23番33号
ヤマ七酒場 浜松市西区馬郡町2219番地の1
Curare 浜松市西区大平台三丁目28番20号
かねりん鰻店 浜松市西区入野町731番地
ウイング 浜松市西区湖東町6652番地
お食事処 尋 浜松市西区入野町9049番地の1
一太郎 浜松市西区舘山寺町2044番地の1
手打ちうどん 権太 浜松市西区舘山寺町2303番地の3
マルジュウ第二酒場 浜松市西区馬郡町2045
リゾートカフェ リーダー弁天島店 浜松市西区舞阪町弁天島3775番地の10
スターバックスコーヒー イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号(イオン浜松SC3F)
はなの舞 浜松基地店 浜松市西区西山町無番地
桂 浜松市西区呉松町3298-134
うおたか 浜松市西区神ケ谷町9000番地の4
すず寿司 浜松市西区雄踏町宇布見8394番地
株式会社 梅の花サービス東日本 浜松市西区入野町9550番地
魚勝 浜松市西区雄踏町宇布見9329番地の1
カラオケ ジャスミン 浜松市西区篠原町21996番地の1
御食事処 ふじたや 浜松市西区入野町15146番地の1
喜福 浜松市西区舘山寺町2222番地
一富士　 浜松市西区入野町6095番地の1
Wonderful Tonight 浜松市西区舘山寺町2303番地の4
すなっく ちょこっと 浜松市西区伊左地町8490番地
夢来 浜松市西区舞阪町舞阪4290番地
かん田 浜松市西区雄踏町山崎3626番地の4
レストラン ソワニエ 浜松市西区大平台四丁目14番5号
来々軒 浜松市西区伊左地町2456番地の2
伝丸 浜松西IC店 浜松市西区湖東町5830番地の1
来来亭 志都呂店 浜松市西区志都呂一丁目24番14号
有限会社 村櫛酒販売所 浜松市西区村櫛町3490番地
とらや 浜松市西区村櫛町3390番地の１
鐘庵 浜松入野店 浜松市西区入野町10108番地の1
喫茶 なかにし 浜松市西区伊左地町6591番地の7
まつや 浜松市西区舘山寺町2398番地の2
かねこ屋 浜松市西区村櫛町3483番地
スナック 和 浜松市西区篠原町1125番地の2
北海道-2 浜松市西区大人見町3631番地の7
居食処 鶏のんちゃん 浜松市西区入野町650番地の2
タリーズコーヒー イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂町二丁目37番1号
果汁工房 果琳 イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂店

ピザ・ガーリック 浜松市西区神ケ谷町8865番地の1



店舗名称 店舗所在地
旬彩 一徳 浜松市西区村櫛町3832番地の2
蕎里 浜松市西区入野町16288番地
すたみな太郎 浜松西インター店 浜松市西区湖東町6014番地
フラワーパーク 三州庵 浜松市西区平松町108番地の3
和幸 イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂1階

荒野のラーメン 浜松市西区大山町2796番地の3
サムギョプサル Day 浜松市西区舞阪町弁天島2669番地の109
鳥ひろ 浜松市西区入野町14182番地の1
コローレ 浜松志都呂店 浜松市西区雄踏一丁目1番2号
Parkwood 61burgers 浜松市西区坪井町580番地の1
新中国料理 ムーラン 浜松市西区雄踏町宇布見4863番地の178
きっちゃ 浜松市西区舞阪町舞阪5287番地
ケンタッキーフライドチキン イオン浜松西店 浜松市西区入野町6244番の1 1F
浜章 浜松市西区和地町4767番地の2
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松西伊場店 浜松市西区入野町12番地の1
ゆず庵 浜松入野店 浜松市西区入野町9660番地の1
丸源ラーメン 浜松入野店 浜松市西区入野町9463番地の1
富士美屋 浜松市西区大久保町3985番地の1
at The STORE 浜松市西区舘山寺町267番地の1
五味八珍 舞阪店 浜松市西区舞阪町浜田778番地
てっぺん 浜松市西区入野町14181番地の1
串屋恵比寿亭 浜松市西区入野町6020番地
五味八珍 入野店 浜松市西区入野町6486番地の1
みずしま 浜松市西区入野町948番地の1
居酒屋 ぜっと 浜松市西区舘山寺町2033番地の1
民宿旅館 ないとう 浜松市西区平松町1169番地の1
かんぱち 浜松市西区古人見町1429番地の2
有限会社 牧田商店 浜松市西区和地町5179番地
串家物語 イオンモール 浜松志都呂 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂2F

ぱぶ べんすーん 浜松市西区篠原町21956番地の1
カラオケ喫茶 睡蓮 浜松市西区大山町4156番地の1
居酒屋 かいざあ 浜松市西区入野町6020番地
陣屋 浜松市西区舞阪町浜田333番地
海賀荘 浜松市西区舞阪町弁天島3419番地
スターバックスコーヒーTSUTAYA佐鳴台店 浜松市西区入野町621番地の1
藤田食品 浜松市西区雄踏町宇布見5057番地の3
たかみ（食事処） 浜松市西区西山町107番地の6
スナックY's 浜松市西区入野町14455番地の1
KAReN HaMaNaKo かんざんじ荘（レストランやまぼうし） 浜松市西区呉松町1768番地の1
お食事処 通友 浜松市西区古人見町3176番地の3
勝美野 浜松市西区馬郡町2476番地の18
魚べい 志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目18番7号
はまなこ みんなのカフェ むらくしビーチ店 浜松市西区村櫛町5747番地の1



店舗名称 店舗所在地
舞阪マルマ幸福丸 浜松市西区舞阪町舞阪2621番地の114
海坊主 浜松市西区篠原町20248番地OKKパレス仮店舗No.4
聖 浜松市西区篠原町21890番地
株式会社 炭焼鰻はじめ 浜松市西区雄踏町宇布見9690番地
のたね 浜松市西区村櫛町5475番地の1浜名湖ガーデンパーク内
宇奈貴 うふみ亭 浜松市西区雄踏町宇布見9515番地
くら寿し 浜松志都呂店 浜松市西区西鴨江町683番地の1
ラーメン 海風土 浜松市西区舘山寺町3302番地サゴーロイヤルホテル1階
吉野家 浜松西インター店 浜松市西区湖東町3053番地
吉野家 浜松志都呂店 浜松市西区志都呂町一丁目32番10号
ライダースカフェはまなこ 浜松市西区舞阪町弁天島2739番地の2
スシロー 浜松入野店 浜松市西区入野町10145番地の1
竹とんぼ 浜松市西区大人見町2510番地
高橋屋 浜松市西区舘山寺2303番地の4
コメダ珈琲 浜松志都呂店 浜松市西区西鴨江町646番地の4
炭河童 浜松市西区佐浜町4911番地の1
70St. 浜松市西区雄踏町宇布見7988番地の3
菓子工房 クレオ 浜松市西区雄踏町宇布見9232番地の3
Ristorante Da Kuma 浜松市西区入野町1900番地の32
うな修 浜松市西区舘山寺町3284番地の3
こめよし かつよし 浜松市西区西山町無番地
RisoCafe 浜松市西区西山町無番地
カズパッチョ 浜松市西区入野町948番地の1
歌志軒イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオンモール浜松志都呂2F

めし処sakura 浜松市西区舘山寺町1393番地の1
どさんこ酒場浜松店 浜松市西区入野町14180番地の5東側
はま寿司浜松入野店 浜松市西区入野町6150番地の1
はま寿司浜松西IC店 浜松市西区湖東町6013番地の1
サーティワンアイスクリーム 浜松西店 浜松市西区入野町6038番地の1
いきなり！ステーキ 浜松湖東町店 浜松市西区湖東町3034番地
デニーズ浜松志都呂町店 浜松市西区志都呂一丁目32番24号
あじはま 浜松市西区伊左地町2953番地
タルタルーガ 入野店 浜松市西区入野町9894番地の1
サーティワンアイスクリーム イオンモール浜松志都呂店 浜松市西区志都呂二丁目37番1号イオン浜松SC2F
鯛焼きの鈴恭 浜松市西区篠原町21627番地の1
言の葉ダイニング 浜松市西区入野町740番地の1
THE Hamanako Terrace 浜松市西区舞阪町弁天島3436番地粹月樓3F
徳 浜名湖 別邸 浜松市西区舞阪町弁天島3436番地 粹月樓 1・2F
知久屋 雄踏店 浜松市西区雄踏町宇布見4172番地の109
知久屋 桜台本店 浜松市西区大山町141番地



店舗名称 店舗所在地
もへじ珈琲店 浜松市南区三島町1447番地 フェリス三島
満留賀支店 浜松市南区遠州浜一丁目3番13号
ちょこらむ 浜松市南区本郷町31番地の2
イタリア食堂  オルトラーナ 浜松市南区東町95番地の5
さかい珈琲浜松小沢渡店 浜松市南区小沢渡町1395番地
和食麺処サガミ浜松可美店 浜松市南区東若林町156番地
寿司正 浜松市南区法枝町536番地の2
道とん堀 白羽店 浜松市南区白羽町787番地の3
うなぎ徳浜松店 浜松市南区頭陀寺町329番地の9
デリシャスキッチン 浜松市南区卸本町28番地
りんりんカレー 浜松市南区参野町154番地の1
あまた屋 浜松市南区富屋町182番地
食べ放題 炭火黒ベコ 浜松市南区三和町341番地
お食事処さや 浜松市南区楊子町552番地の2
和食 わたせ 浜松市南区三島町1820番地
Glow Grow Cafe 浜松市南区芳川町565番地
すし若 浜松市南区中田島町213番地
抹茶香房こくる 浜松市南区東若林町11番地の1 メガドンキホーテ浜松可美店1F

サイゼリヤ 浜松渡瀬店 浜松市南区渡瀬町802番地の22
お好み焼き工房 こはち亭 浜松市南区飯田町1422番地
かつさと 大柳店 浜松市南区大柳町506番地の1
御食事処 辰巳屋 浜松市南区下江町571番地の3
cafe & snack Civetta 浜松市南区増楽町935-1
地鶏地酒 dining遊 浜松市南区渡瀬町809番地の7
はっ葉 浜松市南区高塚町4382番地
呑み家 さくら 浜松市南区三島町1780番地
中華三昧 台北 浜松市南区本郷町1329番地の2
かふぇ Rin 浜松市南区遠州浜三丁目13番1号
カルビ大将 浜松参野店 浜松市南区参野町107番地の1
カフェすぎうら 浜松市南区頭陀寺町323番地の17
珈琲部 松本 浜松市南区三島町776番地
ふじひろ 浜松市南区高塚町1533番地の1
居酒屋 寅ちゃん 浜松市南区三島町574番地の1
くろたろう 浜松市南区下飯田町565番地の2
ガスト 浜松可美店 浜松市南区若林町957番地の1
バーミヤン 浜松白羽店 浜松市南区白羽町608番地の1
大輔 浜松市南区本郷町1309番地の12
つっち 浜松市南区立野町504番地の3
畑イタリアン Mona 浜松市南区堤町20番地
RAKU SPA Cafe 浜松 浜松市南区若林町1680番地の5
家楽 浜松市南区三島町136番地の2

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度　認証事業者一覧　【浜松市南区】



店舗名称 店舗所在地
Pasta uno 01 浜松市南区三島町1799番地
四川料理 蘭 浜松市南区三和町336番地
花歌 浜松市南区東町55番地
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松三島店 浜松市南区三島町145番地の1
まんまカフェグース 浜松市南区若林町2723番地
蛇の目寿司 浜松市南区立野町308番地の2
たんぽぽ 浜松市南区高塚町4490番地の3
ジョイフル 浜松三島店 浜松市南区三島町90番地
A-cafe 浜松市南区西島町373番地の2
ひまわり 浜松市南区卸本町2000番地の3
スナック＆喫茶 きら・きら 浜松市南区若林町1140番地の1
ABDULLAH INDIAN RESTAURANT 浜松市南区本郷町570番地の2 西川アパート1
三倉屋 浜松市南区白羽町2460番地
すなっくAKE 浜松市南区瓜内町312番地の22
居酒屋 胡桃 浜松市南区芳川町305番地
竹美屋 浜松市南区御給町135番地の2
ロッテリア MEGAドン・キホーテ 浜松可美店 浜松市南区東若林町11番地の1
炭焼うなぎあおいや 浜松市南区飯田町616番地の2
中華厨房 大王 浜松市南区石原町326番地
どんぐり食堂 浜松市南区中田島町1023番地の1
勝美 浜松市南区老間町250番地
LINONE 浜松市南区小沢渡町121番地
ちゃんこ蔵前 浜松市南区芳川町530番地の2
久八 浜松市南区下江町561番地
NAKATAJIMART 浜松市南区卸本町50番地
はま～る cafe 浜松市南区中田島町1161番地
雑貨屋 parsley 浜松市南区若林町337番地の5
やきとり 一兆 浜松市南区本郷町1367番地の13しきビル本郷1F南
PARK 浜松市南区東町520番地の1
中華若林 浜松市南区若林町2819番地の3
はあふ たいむ 浜松市南区安松町35番地の19
三州庵 浜松市南区三島町1493番地
LOBO DE MAR OTANI 浜松市南区卸本町45番地の1
スナック アゼリア　 浜松市南区西伝寺町401-2
999 小籠包 四本松店 浜松市南区四本松町70番地
コーヒーショップ ニューヨークシテー 浜松市南区大柳町508番地の1
とんかつ ゆなみ亭 浜松市南区恩地町１７９番地の１
ひめ 浜松市南区米津町2315番地の1
渡辺 浜松市南区楊子町106
中華の明華鈴 浜松市南区芳川町379番地
浜松南・星座館 笑カフェぱぴぽん 浜松市南区米津町579番地浜松南星座館内
菊豊寿し 浜松市南区東若林町1307番地の1
焼肉 ソウルキッチン 浜松市南区参野町383番地の3



店舗名称 店舗所在地
居酒屋 一二三 浜松市南区寺脇町878番地
居酒屋 いこい 浜松市南区下江町245番地の1
もつや 浜松市南区若林町2087番地の5
手打ちそば 七里 浜松市南区都盛町259番地の3
ル・ブラン 浜松市南区若林町2708番地の1
やじうま 浜松市南区西町568番地の1
処 楽宴 浜松市南区芳川町212番地
カレーやさん 浜松市南区石原町690番地
TRANSIT COFFEE ROASTERS 浜松市南区卸本町28番地
スナック 梅ちゃん 浜松市南区三島町1549-3
萬盛庵支店 浜松市南区芳川町588番地
Ｒ・Ｙ・ ようこ 浜松市南区本郷町1365番地の9
黄金のとんかつ ゆめかつ 駅南店 浜松市南区三島町99番地の1
すずらん 浜松市南区新橋町406番地
ますずし 浜松市南区西町548番地の3
福満楼 浜松市南区河輪町151番地
スナック リバーサイド 浜松市南区三島町504番地の2
居酒屋 やっちゃん 浜松市南区新橋町1475番地の1
むっちゃんの店 浜松市南区石原町570番地
やきとり炭火焼 ひろ 浜松市南区若林町320番地
カフェ ブラット 浜松市南区高塚町4541番地の21
O BAIANO GOURMET 浜松市南区三島町1389番地の1
GOLD STAR 浜松市南区芳川町562番地の1
まめ カフェ 浜松市南区本郷町3112番地の2
花みずき 浜松市南区頭陀寺町321番地の12
天竜そば ニュー藤屋 渡瀬店 浜松市南区渡瀬町2番地
遠州 みなみの湯 浜松市南区松島町1960番地
味市場 浜松市南区三島町1447番地
すきや橋次郎 浜松市南区頭陀寺町350-19
中華食堂 熱風 浜松市南区参野町79番地の1
炭焼きレストラン さわやか 浜松白羽店 浜松市南区白羽町636番地の1
炭焼きレストラン さわやか 浜松高塚店 浜松市南区高塚町4888番地の11
ひらきさんちのお料理教室・37cafe 浜松市南区若林町2826番地の1
REALIZE 浜松市南区若林町319番地の1南側
焼肉 つばき 浜松市南区若林町317番地の2
ラーメン牛賀 浜松市南区増楽町654番地の1 アソルティ増楽103
ラーメン山岡家 浜松南区店 浜松市南区小沢渡町1983番地の1
香住 浜松市南区芳川町806番地の1
窯焼スピリッツ 浜松市南区三島町1783番地
麻布亭 COCO 浜松市南区若林町773番地の2
五味八珍 三島店 浜松市南区三島町1394番地
千代田 吉野鮨 浜松店 浜松市南区渡瀬町800-16
丸亀製麺 浜松東若林 浜松市南区東若林町1220番地の1



店舗名称 店舗所在地
豚丸 浜松市南区下飯田町568番地
アル レハマーノ インド パキスタンレストラン 浜松市南区中田島町349番地の1
かっぱ寿司浜松東若林店 浜松市南区東若林町1番地の1
かっぱ寿司浜松頭陀寺店 浜松市南区頭陀寺町312番地の1
御食事処 美まさ 浜松市南区東若林町11番地の1メガドンキ内
すなっく べんすーん 浜松市南区東若林町66番地の2
旨味処 遠 浜松市南区東若林町66番地の2
スナック 千扇 浜松市南区安松町20番地の10
ねんりん 浜松市南区石原町572番地
すばる 浜松市南区金折町925番地
沖縄料理 てぃ～だ 浜松市南区増楽町654番地の1アソルティ1-2
美食酒処 悠 浜松市南区三島町1522番地の1
なぶらやとち 浜松市南区松島町434番地の1
土蔵笑門 浜松市南区大柳町70番地の3
繁竹 浜松市南区青屋町48番地
カフェ 萌樹 浜松市南区参野町68番地の1
Jami's Kitchen 浜松市南区三島町1522番地の1 E-2号室
浜松うなぎ処 鰻昇亭 下江店　 浜松市南区下江町454番地
そば処 かみや 浜松市南区増楽町1318番地の1
フロレスタ浜松さんじの店 浜松市南区頭陀寺町322番地の2
チョビン 浜松市南区本郷町1341番地の13
鐘之介 浜松市南区西町812番地
武寿司 浜松市南区渡瀬町6番地
吉野家 浜松若林店 浜松市南区若林町2744-4
吉野家 1号線浜松石原町店 浜松市南区石原町693番地
慶 浜松市南区芳川町212番地
得得本郷店 浜松市南区本郷町452番地
スナック あかい馬 浜松市南区三島町1522番地の1
モア 浜松市南区三島町1522番地の1
スナック やど 浜松市南区頭陀寺町338番地の4
Cafe La Paix Lion 浜松市南区若林町15番地の12
カレーハウスCoCo壱番屋 浜松立野店 浜松市南区立野町89番地の1
旬彩 一寸法師 浜松市南区三和町608番地
ラーメン魁力屋 浜松店 浜松市南区東若林町36番地の2
油そば専門店歌志軒ドンキホーテ浜松可美店 浜松市南区東若林町11番地の1MEGAドンキホーテ内
狸穴 浜松市南区遠州浜二丁目33番5号
楽食shu房 もみじ 浜松市南区瓜内町582番地の2
ママグリル 浜松市南区石原町657番地
やよい軒 浜松本郷町店 浜松市南区本郷町239番地の1
やよい軒 浜松若林店 浜松市南区若林町3666番地の1
知久屋 三島店 浜松市南区三島町771番地
知久屋 本郷店 浜松市南区本郷町434番地
知久屋 新橋店 浜松市南区新橋町410番地の7



店舗名称 店舗所在地
ステーキのあさくま 浜松本郷店 浜松市南区本郷町296番地の1



店舗名称 店舗所在地
田や 浜松市北区新都田二丁目31番6号
蕎麦喜楽 楓庵 浜松市北区初生町792番地の16
コメダ珈琲店浜松三方原店 浜松市北区三方原町237番地の1
牛角 初生店 浜松市北区初生町1152番地の23
モリズバーガー 浜松市北区細江町三和147番地の1
天小屋 浜松市北区引佐町的場275番地の2
杜のふう 浜松市北区三ヶ日町津々崎367番地の1
サンマリノ 浜松市北区細江町気賀11344番地の3
スナック 万咲3 浜松市北区三方原町2279番地の5
赤から 浜松初生店 浜松市北区初生町1362番地の１
ドライバーズスポット天神屋NEOPASA浜松下り店 浜松市北区都田町7822番地の7
圧力釜もっちりうどん 『福桝屋』 浜松市北区三ヶ日町都筑1170番地の10
トヤママリン 浜松市北区三ヶ日町下尾奈2241番地の1
聖隷厚生園 ナルド工房 浜松市北区根洗町753番地の1
そば処 一刻庵 浜松市北区引佐町伊平444番地の1
うなぎ 千草 浜松市北区三ヶ日町鵺代4番地の1
みなみ 浜松市北区三方原町869番地の8
割烹料理 泉 浜松市北区豊岡町60番地の3
スープカレーとフレンチトーストのお店 FondCafe 浜松市北区細江町気賀213番地1F
都田のとうふ 勘四郎 浜松市北区都田町6531番地
味三昧 熊平 浜松市北区三方原町1176番地の7
レストラン食楽工房 浜松市北区細江町気賀2551番地の203
かつ治 三方原店 浜松市北区三方原町754番地
ハッピーバレー 三方原店 浜松市北区東三方町23番地の17
フランス料理 ラセゾンデプリムール 浜松市北区三方原町2159番地の3 ラ・ソーティム・ドゥ・プリムベル

サイゼリヤ 浜松初生店 浜松市北区初生町1401番地
どせき龍 浜松市北区初生町334番地の7
台湾料理 福ちゃん食堂 浜松市北区三方原町476番地の9
炭火焼肉 三愛 浜松市北区三ヶ日町津々崎368番地
和食 すし 徳山 浜松市北区三ヶ日町津々崎17番地の1
花屋 浜松市北区引佐町奥山1576番地の3の2
ポーズカフェ 浜松市北区初生町1303番地の10
文月 浜松市北区初生町334番地の7
蔵前家 浜松市北区細江町中川7172番地の2522
なかやま 浜松市北区都田町4161番地の1
肉処 小林邸 浜松市北区初生町336番地の1御室貸店舗 1階西
鶴亀荘 浜松市北区引佐町井伊谷657番地の6
ウィーヴSugaya 浜松市北区細江町中川6787番地の2
麺屋はやたろう 三方原店 浜松市北区三方原町321番地の2
スナックリール 浜松市北区初生町677番地の5
Ristorantino ipsilon 浜松市北区三方原町1854番地の23

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度　認証事業者一覧　【浜松市北区】



店舗名称 店舗所在地
ガスト 浜松初生店 浜松市北区初生町1360番地の1
清水家 浜松市北区細江町気賀238番地の2
ボンベイ庵 浜松市北区細江町気賀7688番地の10
ロイヤル・カレー 浜松市北区初生町1257番地の1
TSUKI 浜松市北区初生町330番地の1
フラリエボンボン ルカフェ 浜松市北区東三方町193番地の3
海鮮 とも 浜松市北区初生町938番地の12
喜作寿し 浜松市北区初生町1280番地の2
スナック松葉 浜松市北区三方原町2280番地
イタリアン酒場ロッジ 浜松市北区初生町1406番地の2
米花亭 浜松市北区大原町488番地の4
アクアペンション クッチェッタ 浜松市北区三ヶ日町大崎78番地の1
Larry’s company 浜松市北区三ヶ日町大崎79番地の16
膳 こころ粋 浜松市北区初生町1183番地の12
うなぎ曳馬路 浜松市北区引佐町井伊谷1893番地の4
勝美 インター店 浜松市北区三ヶ日町都筑1313番地の660
Cafe&DiningBar R 浜松市北区三方原町3454番地の3
笹すし 浜松市北区三ヶ日町都筑1090番地の2
喫茶と食事 かとれあ 浜松市北区三ヶ日町佐久米725-9
Prele 浜松市北区三ヶ日町大崎16番地の16
花月 浜松市北区三方原町194番地の1
ポケパラPOWDER BLUE 浜松市北区三方原町801番地の5
いいのや 浜松市北区引佐町井伊谷1895番地の2
ミートレストラン とんきい 浜松市北区細江町中川1190番地の1
農家のレストラン とんきい 浜松市北区細江町中川1194番地の1
勝美センター 浜松市北区三ヶ日町都筑1313番地の665
こくりこ都田店 浜松市北区都田町7713番地の90
和じあん 浜松市北区初生町793番地の3
ぴぃぷる 浜松市北区細江町三和106番地の1
まんてん 浜松市北区三方原町1686番地の10
チロル 浜松市北区新都田二丁目31番4号
焼鳥 「きむちゃ」 浜松市北区三方原町904番地の5 
ピノキオ 初生店 浜松市北区初生町1228番地の6
きっさ side B 浜松市北区東三方町314番地の1
コーヒーハウス Mint 浜松市北区初生町314番地の16
Ora 浜松市北区引佐町谷沢238番地の1
ポン・ヌフ 浜松市北区三方原町911番地の2
雪寿し 浜松市北区初生町1228番地の1
こだわり産直卸さんぼん 浜松市北区初生町856番地の9
割烹旅館 琴水 浜松市北区三ヶ日町都筑595番地の１
和ごはんとろろや 三方原店 浜松市北区東三方町109番地の2
寸座 フランセ 浜松市北区細江町気賀11416番地
ブレイクタイム 浜松市北区三方原町579番地の8



店舗名称 店舗所在地
ロータス 浜松市北区根洗町580番地の1
奥浜名湖イタリア料理 ジージョ 浜松市北区細江町気賀17番地の1
アムール 浜松市北区細江町三和739番地の5
中華食府 浜松市北区初生町343番地の1
ラッタナー 浜松市北区初生町677番地の5
東急ハーヴェストクラブ浜名湖 レストラン 浜松市北区三ヶ日町大崎322番地の１
浜松市かわな野外活動センター内 食堂 浜松市北区引佐町川名455番地の5
株式会社 エムシーフードサービス 浜松市北区引佐町川東久留女木字観音山
クロッシュ 浜松市北区初生町1111番地の18
スナック ジュン 浜松市北区初生町334番地の7
ラーメン 一朗太 浜松市北区三ヶ日町津々崎433番地の8
cafe dining mou mou 浜松市北区三方原町812番地の1
海鮮の宿松島館 浜松市北区三ヶ日町大崎1883番地
吉野屋 浜松市北区細江町気賀904番地の1
スナック トゥルーハート 浜松市北区初生町323-3
スナック るみ 浜松市北区初生町323-3
沙亜殿 浜松市北区三方原町194番地の1
明華園 浜松市北区都田町7555番地の42
スナック 縁華路 浜松市北区初生町334番地の7
和DINING 一歩 浜松市北区初生町330番地の1
スターバックスコーヒー 浜名湖サービスエリア店 浜松市北区三ヶ日町佐久米61番地の2東名高速道路浜名湖サービスエリア内

咲夢茶屋 浜松市北区三ヶ日町佐久米386-1
シャルム 浜松市北区初生町209-3
味の彩時季 萩 浜松市北区初生町234番地の4
氷工房 にはし 浜松市北区細江町気賀10629番地の7
カレー工房 まあや 浜松市北区新都田5丁目3番17号
スナック 華 浜松市北区根洗町803-2
曳馬路 浜松市北区引佐町井伊谷1893番地の2
魚ひろ 浜松市北区都田町6419番地の3
竹内館 浜松市北区引佐町奥山1569番地
琥珀 浜松市北区三ヶ日町都筑1090番地の6
すみれ 浜松市北区初生町1198番地の2
炭焼きレストランさわやか細江本店 浜松市北区細江町中川5443番地の1
スナック ベル 浜松市北区初生町818番地の6
うおなみ 浜松市北区細江町気賀9554番地の2
スナックわ子 浜松市北区三方原町316番地
cafe gaku 浜松市北区細江町気賀342番地の3
鮨 みよし 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日688番地の5
呑み処 いい田 浜松市北区細江町中川7172番地の466
浜松市かわな野外活動センター内食堂 浜松市北区引佐町川名455番地の5
パブ アイリーン 浜松市北区細江町中川5498番地の1
栄美寿 浜松市北区根洗町803番地の2
台湾料理 桃源渟 浜松市北区細江町気賀188番地



店舗名称 店舗所在地
蕎麦の里 幸治郎 浜松市北区初生町280番地の43
ダイナマイト 浜松市北区初生町330番地の1
上島珈琲店 NEOPASA浜松下り店 浜松市北区都田町7822番地の7新東名高速道路NEOPASA浜松下り線

Ganesha 浜松市北区初生町818番地の6
みかん工房 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日276番地の1
奥浜名湖 きじの里 浜松市北区引佐町川名1149番地の1
オレンジハウス 浜松市北区三ヶ日町日比沢6番地の7
うな吉 浜松市北区三方原町2142番地の9
魚屋食堂 孫八 浜松市北区引佐町東黒田39-36
ワイナリービアレストラン ペルレ 浜松市北区都田町4263番地の1フルーツパーク時の栖内
フルーツ工房 浜松市北区都田町4263番地の1
バーベキューガーデン 浜松市北区都田町4263番地の1
cafe＆Restaurant LENRI 浜松市北区都田町8501番地の2
天竜そば 松風庵 浜松市北区三方原町503番地
WATTS 浜松市北区三ヶ日町大崎64番地の4
やきとりの店 平社員 浜松市北区細江町中川5388番地の11
炉ばた茶屋 たぬき村 浜松市北区三ヶ日町鵺代67番地の5
台湾料理 阿里山 浜松市北区三方原町581-1
大黒　 浜松市北区三方原町1386番地の1
日本料理 美沢 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日676番地の2
ゑびす屋 浜松市北区引佐町奥山1576番地の3の6
大漁丸 浜松市北区三ヶ日町都筑1066番地の1
(ラ・ローズデバン)La rose des Vents 浜松市北区引佐町奥山671番地の1
THE SCENE hamanako 浜松市北区三ヶ日町都筑597番地の4
Argent 浜松市北区初生町334番地の9
まいどおおきに 浜松姫街道食堂 浜松市北区三方原町245番地の1
ベビーフェイスプラネッツ 浜松店 浜松市北区初生町290-1
居酒屋 千里 浜松市北区細江町中川978番地
らーめん餃子 ふるさと 浜松市北区都田町8127番地の7
浜名湖レークサイドプラザ Shikisai 四喜彩 浜松市北区三ヶ日町下尾奈200番地
浜名湖レークサイドプラザ ミコノス 浜松市北区三ヶ日町下尾奈200番地
浜名湖レークサイドプラザ 弁天厨房 浜松市北区三ヶ日町下尾奈200番地
浜名湖レークサイドプラザ カフェ・ザ・ロードス 浜松市北区三ヶ日町下尾奈200番地
浜名湖レークサイドプラザ ラウンジ 浜松市北区三ヶ日町下尾奈200番地
浜名湖レークサイドプラザ ミロス 浜松市北区三ヶ日町下尾奈98番地3
KIARAリゾート＆スパ浜名湖(シェルブルー) 浜松市北区三ヶ日町下尾奈366番地の1
KIARAリゾート＆スパ浜名湖 Restaurant FOS 浜松市北区三ヶ日町下尾奈366番地の1
安楽亭 浜松三方町店 浜松市北区東三方町222番地の3
くしいち 浜松市北区三方原町109番地の20
火の国 初生店 浜松市北区初生町1257番地
もんじろう 浜松市北区初生町396番地の8
味処 魚藤 浜松市北区初生町334番地の7
五味八珍 三方原店 浜松市北区東三方町159番地の2



店舗名称 店舗所在地
丸亀製麺 浜松 浜松市北区三方原町516番地の2
vivi 浜松市北区三方原町962番地の1
シーダイナー 三方原店 浜松市北区三方原町3453番地聖隷三方原病院プラザ棟2F

まるも やき芋店 浜松市北区初生町53番地の4
クイーンズ ロード 浜松市北区三方原町1895番地の2
居酒屋 ぐず 浜松市北区初生町792番地の16
お好み焼き 澤田 浜松市北区引佐町渋川4131番地の1
カラオケ広場 たんぽぽ 浜松市北区引佐町井伊谷728番地の2
吉野屋 浜松市北区引佐町渋川2621番地の10
カフェ＆サルーン・エルボ 浜松市北区三方原町945番地の3
常葉大学 常昇寮食堂 浜松市北区都田町1230番地
Garden Cafe HACK BERRY 浜松市北区都田町8497番地の2
モスバーガー浜松三方原店 浜松市北区三方原町781番地の1
らーめん 〇藤 浜松市北区初生町336番地の1
EXPASA浜名湖 浜名亭 浜松市北区三ヶ日町佐久米47番地の1
炎 浜松市北区都田町8124番地の2
台湾料理 昌盛龍 浜松市北区引佐町井伊谷371番地の1
中華料理 好運来 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日900番地の19
スナック ともだち 浜松市北区三方原町298番地の10
待間 浜松市北区細江町気賀1723番地の6
暖乃 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日745番地の9
お好み焼き 三晴 浜松市北区三方原町106番地の22
はちまん 浜松市北区三方原町782番地の16
雅楽之助 和食処 花つばき 浜松市北区初生町1037番地の1
コジマヤ本店 浜松市北区細江町三和58番地の1
Guu Guu Cafe 浜松市北区三方原町319番地の4
紀楽 浜松市北区細江町中川7172番地の1704
アメリカンBBQダイニング浜名湖 浜松市北区三ヶ日町大崎372番地
鰻いしかわ 浜松市北区引佐町井伊谷1119番地の9
中華屋 貴長 浜松市北区細江町気賀429番地の1
スナック 城山 浜松市北区引佐町井伊谷2106番地
大新 浜松市北区引佐町井伊谷667番地の5
ほろ酔い 母屋 浜松市北区三方原町109番地の10
推理小説 浜松市北区根洗町1019番地の1
Berretto Blue 浜松市北区三方原町3454番地の3第二グリーンペンション104

桃園 引佐店 浜松市北区引佐町井伊谷2101番地の1
おばんざい処 恵 浜松市北区引佐町井伊谷1710番地の4
みなとや 浜松市北区三方原町3454番地の3せいれい第2グリーンペンション107号

知久屋 初生店 浜松市北区初生町1262番地の6
葉山珈琲 浜松店 浜松市北区東三方町211番地の19
三方原 三州庵 浜松市北区三方原町1278番地の4
ステーキのあさくま 三方原店 浜松市北区東三方町245番地の11



店舗名称 店舗所在地
貴布祢 あづまや 浜松市浜北区貴布祢3000番地205号
こばやし 浜松市浜北区中瀬493番地の2
ぼんぼんげ 浜松市浜北区貴布祢171番地の4 オクトワール浜北 1F
はまきたプラザホテル ビアガーデン ビアホール 浜松市浜北区貴布祢458番地の1
しまうま珈琲 浜北店 浜松市浜北区平口167番地の1
そとこと食堂 浜松市浜北区小松4487番地の1の2
牛角 PLE葉WALK浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地
ドライバーズスポット天神屋NEOPASA浜松上り店 浜松市浜北区大平36番地
ケイズダイニング 浜松市浜北区中瀬2691番地の7
道とん堀 浜北店 浜松市浜北区貴布祢444番地の1
ひだまりCafe えむ 浜松市浜北区内野1501番地Mハイツ209
割烹旅館 朝陽館 浜松市浜北区貴布祢106番地の1
こがねや 浜松市浜北区於呂3047番地の3
マリー ゴールド 浜松市浜北区横須賀748番地
ご飯ととろろ とろ麦 プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地プレ葉ウォーク浜北1F
ビリヤード＆ダーツ B-DAMA 浜松市浜北区中条1512番地
ポルト・ボヌール 浜松市浜北区染地台一丁目44番17号
カルビ一丁 浜北店 浜松市浜北区内野2696番地の1
和食さと 浜北店 浜松市浜北区平口2927番地の1
サイゼリヤ サンストリート浜北店 浜松市浜北区平口2861番地 サンストリート浜北2F
ラ・セゾン 雪月花 浜松市浜北区西美薗2490番地
鎌倉パスタ プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地
会席 碧-aoi- 浜松市浜北区宮口619番地
はんなり浜北店 みそじ 浜松市浜北区小松3246番地
Kitchen Smile 創作料理の店 浜松市浜北区西美薗72番地の15
ガスト 浜北店 浜松市浜北区西美薗2546番地1
台湾料理 利紅縁 浜松市浜北区於呂1464番地の2
アジアンダイニング ティリサラ 浜松市浜北区内野2420番地の1
呵呵大笑 浜松市浜北区善地208番地の4
寄り合い亭 しば 浜松市浜北区西美薗277番地の7
大幸苑 浜松市浜北区内野1289番地
リトルアジア 浜松市浜北区於呂1707番地
きべの支店 割烹 花房 浜松市浜北区根堅1868番地の6
旬楽家ひろ竹 浜松市浜北区貴布祢2685番地
居酒屋楓山 浜松市浜北区沼241番地の6
パブスナック八番館 浜松市浜北区西美薗158番地の3
孫悟空 浜松市浜北区小松1627番地
ニガツヤ 浜松市浜北区小松1238番地
麺屋AMORE 浜松市浜北区寺島2725番地の2
養老乃瀧 浜北店 浜松市浜北区貴布祢257番地
焼肉じゃん 浜北店 浜松市浜北区貴布祢542番地の13
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店舗名称 店舗所在地
K's BAR 浜松市浜北区貴布祢521番地の1鈴木ビル2F
勘助鮨 浜松市浜北区豊保147番地の10
勇志屋 浜松市浜北区貴布祢445番地の2
富鮨 浜松市浜北区横須賀1162番地の13
金時 浜松市浜北区貴布祢128番地
らーめんの店 貴布禰 浜松市浜北区貴布祢272番地
岩寿し 浜松市浜北区貴布祢172番地の7
スナックまゆか 浜松市浜北区西美薗1085番地の10
にゅうやっこ 浜松市浜北区於呂4000番地の1
丸保食堂 浜松市浜北区貴布祢532番地
おひまち 浜松市浜北区貴布祢120番地
割烹一石屋 浜松市浜北区貴布祢301番地
やすらぎ 浜松市浜北区根堅53番地の7
食彩酒房のり三 浜松市浜北区貴布祢319番地の2フローラルいとう1階西側店舗

章楽 浜松市浜北区貴布祢167番地の6
ポケパラWONDERFUL WORLD 浜松市浜北区東美薗203番地の1みなとビル1F
天日地鶏 浜松市浜北区小林59番地の15
いちかづ 浜松市浜北区宮口261番地の6
BC 浜松市浜北区中瀬2627番地の19
さあちゃ 浜松市浜北区中瀬9105番地
しんとら 浜松市浜北区於呂2852番地の5
スシロー 浜北インター店 浜松市浜北区西中瀬1857番地
麺場 田所商店 浜北店 浜松市浜北区内野4562番地の2
よしだ 浜松市浜北区横須賀702番地
中国料理 あじさい 浜松市浜北区東美薗1112番地の1
鉄板家 きりの 浜松市浜北区善地468番地の2
かぐら寿司 浜松市浜北区中瀬696番地の1
居酒屋 たんぽぽ 浜松市浜北区宮口1307
和食処 らいぜん 浜松市浜北区内野2700番地
居酒屋グルメ 桜梅桃李 浜松市浜北区横須賀929番地の1ショウサビル1階
紫月 浜松市浜北区沼233番地の8
はなむら 浜松市浜北区小林1272番地の2
来来亭 浜北店 浜松市浜北区小松1693番地の1
亜門 浜松市浜北区尾野1446番地の2
サンマルクカフェ プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200
ラーメン 藤家 浜松市浜北区本沢合137番地の1
ライブ ラウンジ さくら 浜松市浜北区貴布祢115-1センタービル貴布祢4F
ハイボール酒場 貴布祢 浜松市浜北区貴布祢115-1センタービル貴布祢3F
炭火焼八剣伝 浜北店 浜松市浜北区本沢合1069番地
炭火焼八剣伝 浜北駅前店 浜松市浜北区貴布祢115番地の1センタービル貴布祢101
弥の吉 浜松市浜北区新原3069-2
まるまる屋 浜松市浜北区平口2861番地
仲屋 浜松市浜北区宮口162番地の1



店舗名称 店舗所在地
自家製麺食堂 いろはや 浜松市浜北区小松4687番地の1
うな新 浜松市浜北区平口2669番地の1
パブ らんまる 浜松市浜北区本沢合150番地の1
JEEPNEY 浜松市浜北区於呂33番地の5　1階
千夢 浜松市浜北区貴布祢280番地の16
北縁 浜松市浜北区永島1253-1
スナック ひろ 浜松市浜北区小松4388番地の21
居酒屋 椿 浜松市浜北区於呂2099番地の2
食工房一色 ひといろ 浜松市浜北区尾野823番地の1
チャーハンじじい 浜北店 浜松市浜北区内野2679番地の1
スターバックスコーヒー プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地プレ葉ウォーク浜北
から揚げ専門店 匠家 浜北店 浜松市浜北区於呂2794番地の6
中央菜館 浜松市浜北区貴布祢301番地の60
ディッパーダン 浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地
スナック 潤 浜松市浜北区貴布祢115番地の1センタービル301
農 ノーティス 浜松市浜北区四大地字原9番地の1178
さぬきうどん 野の香 浜松市浜北区平口222番地の1
めぐり愛 浜松市浜北区小松102番地の2
カラオケ喫茶 おんち 浜松市浜北区小松372番地の4
レストラン たちばな 浜松市浜北区中瀬7490番地の5
屋台おおど 浜松市浜北区中瀬3040番地の1
カフェスナック リンク 浜松市浜北区貴布祢1038番地の2
だいもん 浜松市浜北区根堅1872
うおさ 浜松市浜北区内野台三丁目19番21号
いろは鮨 浜松市浜北区尾野1473番地
レストラン まつぼっくり 浜松市浜北区根堅2450番地の1
おこのみ焼き 良味 浜松市浜北区新原5981番地
上島珈琲店 NEOPASA 浜松上り店 浜松市浜北区大平36番地
あおり系らーめん まる十八 浜松市浜北区西美薗2566番地
中華料理 澄栄 浜松市浜北区本沢合150番地の1
KALASH 浜松市浜北区貴布祢1200番地プレ葉ウォーク浜北1F
大雅 浜松市浜北区本沢合337番地の1
スナック ルック 浜松市浜北区平口1668番地
シュガーポット 浜松市浜北区寺島3270番地の10
今一 浜松市浜北区中瀬4740-1
焼肉Wagyu彩苑 浜北店 浜松市浜北区善地467番地
鳥茂 浜松市浜北区小松4609-2
栄有研 浜松市浜北区宮口827番地の1
和食 赤堀 浜松市浜北区新原5017番地
ふらんせ 浜松市浜北区横須賀496番地の1
パブレストラン ウインク 浜松市浜北区小松3491番地の1南ビル1階
スナック 杏樹 浜松市浜北区本沢合770東側店舗
旬和食 あらたま庵 浜松市浜北区平口224番地の1



店舗名称 店舗所在地
サクセス 浜松市浜北区平口191番地
菊昌寿し 浜松市浜北区於呂2662-5
呑兆 浜松市浜北区根堅2210番地の2 1F
ダイアナ 浜松市浜北区中条1580
福招庵支店 浜松市浜北区小松502番地の1
玉川寿司 浜松市浜北区小松4556番地の1
居酒屋 うさぎ 浜松市浜北区中瀬2672-2
snack Ring 浜松市浜北区本沢合815番地
食堂 きむら 浜松市浜北区貴布祢1083番地の6
ゆとり 浜松市浜北区新原3831番地の2
炭焼きレストラン さわやか 浜北店 浜松市浜北区平口2926番地の1
鮨処 みうら 浜松市浜北区於呂4379番地
僕家のらーめん おえかき 浜松市浜北区於呂1480番地の4
コローレ サンストリート浜北店 浜松市浜北区平口2861番地
有限会社 ふる里信州 浜松市浜北区尾野2275番地の1
麺屋 カモメ亭 浜松市浜北区内野4547番地
登龍門 浜松市浜北区小松3183番地の2
大番 浜松市浜北区中瀬2690番地の16
ふじ食堂 浜松市浜北区中瀬3646番地の6
割烹 なんてん 浜松市浜北区新原2206番地
うし玉 浜松市浜北区染地台一丁目43番33号
五味八珍 内野店 浜松市浜北区内野2644番地の1
五味八珍 浜北インター店 浜松市浜北区豊保107番地の19
丸亀製麺 浜北 浜松市浜北区中瀬1810番地
めぐみ 浜松市浜北区新原3501番地の1
炉ばた焼与一 浜松市浜北区貴布祢535番地の16
庄屋そう本店 浜松市浜北区小松372番地の1
かっぱ寿司浜北店 浜松市浜北区本沢合175番地の1
よっこ 浜松市浜北区宮口827番地の1
回転寿司ABRI プレ葉ウォーク浜北店 浜松市浜北区貴布祢1200番地
のぶえ 浜松市浜北区豊保240番地の1
Club Mercury 浜松市浜北区東美薗203番地の1みなとビル3階
虎虎 浜松市浜北区宮口920番地
うおとき 浜松市浜北区本沢合776番地
コールストーン 浜松市浜北区中瀬701番地の1
こころ 浜松市浜北区上島2345番地の341
スナック 利 浜松市浜北区於呂3035番地の1
日歩未 浜松市浜北区中瀬63番地
焼鳥ドンキー 浜松市浜北区東美薗782番地の2
千和 浜松市浜北区小林1272番地の2
一玄 浜松市浜北区高畑32番地の2
鐘庵 浜北ABC店 浜松市浜北区横須賀1133番地の1
お食事処 あらたま亭 浜松市浜北区四大地9番地の921



店舗名称 店舗所在地
和ダイニング 八八 浜松市浜北区貴布祢115番地の1センタービル303
丼厨房 シェ・くぼた 浜松市浜北区善地389番地
カフェ・トムズ 浜松市浜北区横須賀769番地の1
だいにんぐ 喜 浜松市浜北区永島825番地の1
居酒屋 スナック遊子 浜松市浜北区本沢合825番地の1
一石家IKKOKUYA 浜松市浜北区小松3220番地
炭火と和酒 吟坐 浜松市浜北区貴布祢355番地の1キマタビル1階
あぶりや 采 浜松市浜北区本沢合144番地の1
スコール 浜松市浜北区新原2495番地の2
はま寿司 浜北店 浜松市浜北区平口215番地の1
カラオケビートル 浜北店 浜松市浜北区本沢合1069番地の1
カラオケ喫茶RUNパート 浜松市浜北区西美薗2579番地
石松餃子 本店 浜松市浜北区平口252番地の1
居酒屋 みやぎ 浜松市浜北区貴布祢301番地の43
大衆食堂めし丸 /男気弁当 浜松市浜北区内野2661番地の5
知久屋 西美薗店 浜松市浜北区西美薗2610番地の1
知久屋 きらりタウン店 浜松市浜北区染地台五丁目6番16号
露菴浜松店 浜松市浜北区平口330番地
caf AINOMIYA 浜北店 浜松市浜北区小松465番地の3
萬盛庵支店 浜松市浜北区沼242番地の9
キャナリィ・ロウ 浜北店 浜松市浜北区貴布祢351-7



店舗名称 店舗所在地
浜松カントリークラブハウス 浜松市天竜区渡ケ島20番地の6
中村屋食堂 浜松市天竜区水窪町奥領家3020番地の27
天竜膳三好 浜松市天竜区二俣町二俣932番地
みさくぼ星の駅 碧-AOI- 浜松市天竜区水窪町奥領家3281番地の8
船明荘 浜松市天竜区船明175番地の1
居酒屋 桜 浜松市天竜区二俣町二俣1055番地
クローバーカフェ 浜松市天竜区水窪町奥領家4192番地の2
手打ちそば ハナレ 浜松市天竜区山東912番地の1
kissa&dinning  山ノ舎 浜松市天竜区二俣町二俣1283番地の1
十文字屋 浜松市天竜区二俣町阿蔵147番地
音楽食堂 M 浜松市天竜区二俣町鹿島80番地
居酒屋 心 浜松市天竜区山東1066番地の1
こぶちゃん食堂 浜松市天竜区春野町気田824番地
マル百桝屋酒店 浜松市天竜区二俣町二俣1550番地の1
たばた 浜松市天竜区二俣町二俣1477番地
喫茶 草々 浜松市天竜区二俣町二俣1569番地の3
包商店 浜松市天竜区二俣町二俣1272番地
天竜珈琲焙煎所 NelCafe MilesTone 浜松市天竜区横山町711番地
ライダーズカフェ the Wish 浜松市天竜区渡ケ島450番地の1
納涼亭 浜松市天竜区二俣町鹿島1番地の10
寿味八 浜松市天竜区春野町宮川338番地の89
ぎふや 浜松市天竜区二俣町二俣1566番地の28
元禄茶屋 浜松市天竜区水窪町奥領家3343番地の4
三松 浜松市天竜区二俣町二俣1530番地の2
龍天の盛慶 浜松市天竜区二俣町鹿島247番地の23
カラオケ本舗まねきねこ天竜二俣駅前店 浜松市天竜区二俣町阿蔵147番地の1
ふところ山 浜松市天竜区二俣町二俣1560番地の40
きよみ 浜松市天竜区山東2958番地の1
居酒屋 よらまいか 浜松市天竜区二俣町鹿島522番地の58
ホームラン軒 浜松市天竜区二俣町阿蔵114番地の2
HAL LAB 浜松市天竜区春野町川上34番地の12
割烹旅館 おかめ 浜松市天竜区佐久間町浦川2775
小亀 浜松市天竜区佐久間町浦川2773番地の1
三浦屋旅館 浜松市天竜区二俣町二俣1400番地の2
居酒屋 川路 浜松市天竜区山東4363番地の7
クックハウス ふくすけ 浜松市天竜区二俣町二俣1339番地の1
ザ リバーサイドカフェ 浜松市天竜区春野町堀之内729番地
かじか荘 浜松市天竜区佐久間町中部515番地
魚松 浜松市天竜区春野町堀之内972の1
山あいの里 うんな 浜松市天竜区東雲名399番地の1
NONKI楽部 ベランダ 浜松市天竜区春野町気田534番地の5
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店舗名称 店舗所在地
八幡屋そば店 浜松市天竜区二俣町二俣1490番地
Studio Maestro 浜松市天竜区横川3039番地
Fucu cafe 浜松市天竜区二俣町二俣1242番地の1
新島屋 浜松市天竜区山東4284番地の3
すみよし食堂 浜松市天竜区二俣町二俣1056番地の4
くんまかあさんの店 浜松市天竜区熊2055番地
ノア 浜松市天竜区佐久間町浦川2846番地の12
中華そば あたご商店 浜松市天竜区石神565番地の1
つぶ食いしもと 浜松市天竜区水窪町地頭方389番地
道の駅 天竜相津 花桃の里 浜松市天竜区大川31番地の10
ホワイトハウス 浜松市天竜区水窪町地頭方231番地の1
みさくぼっち 浜松市天竜区水窪町奥領家2665番地の2
民宿 植山食堂 浜松市天竜区佐久間町大井2265番地の10
HARU＠スシトヨ 浜松市天竜区二俣町二俣1557番地
やしき 浜松市天竜区春野町気田752番地
ふたまた寿司豊 浜松市天竜区二俣町二俣1558番地の3-1-1
百古里庵 浜松市天竜区横川160番地
ふじや食堂 浜松市天竜区春野町気田914番地
竹染 浜松市天竜区二俣町二俣2177番地
ゆずカフェ 浜松市天竜区春野町気田873番地の3
気田川 憩の家 浜松市天竜区春野町堀之内1011番地の1
新橋屋 浜松市天竜区春野町堀之内993番地の54
スナック ドレミ 浜松市天竜区春野町気田466番地
なにわ 浜松市天竜区二俣町鹿島528番地の27


