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ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【島田市】
店舗名称

店舗所在地

やぶや

島田市栄町3-2

cage

島田市本通一丁目1番4 宮の小径イ号

ula cage

島田市新町通8番の1

磯藤

島田市大井町2-4

TRENTE-TROIS CAFE

島田市幸町12-1

イザック ミュー

島田市本通2丁目3-6

和座 こまつ

島田市幸町17-4

カフェ＆レストラン ポプリ

島田市大津通4-3

割烹旅館魚一

島田市道悦5丁目1番18号

魯菴(Roan de Odagiri)

島田市新田町8534

ホテルルートイン島田吉田インター レストラン花茶屋

島田市井口1194

鮨天ぷら政

島田市日之出町1-6

ホテルルートイン島田駅前

島田市本5丁目1-13

四六時中 アピタ島田店

島田市宝来町8-2アピタ島田1階

ふじ膳

島田市栄町2番地の4

つた家

島田市中央町6-1

四季の膳 海野

島田市元島田9090-10

居酒屋ばく

島田市柳町6-8

ラムール

島田市柳町5ー8

越

島田市本通1丁目6-6

シュシュ snak

島田市本通2丁目3-6 大石ビル2階

有限会社祭ばやし

島田市中河町8955-1

カラオケ スナック あい

島田市本通１丁目7-18

寿し幸

島田市扇町14-4

御料理 かねた 北店

島田市本通二丁目5-3

遊食処 Chi～っto Rattsu

島田市本通6丁目7865-1

穂のか

島田市柳町5番7ファーストヒル101

寿司割烹魚中

島田市中央町24-17

川徳

島田市幸町8の1

いっちゃ

島田市本通3丁目2-5

食道園

島田市日之出町1ー2

サンジャック

島田市本通1丁目10-5

喰い呑み処 はしもと

島田市扇町4-10 1F東側

ホテル割烹 三布袋

島田市本通3丁目5番の5

居酒屋 田でん

島田市本通1-9-5

てっぱん＆cafe くいしんぼ

島田市日之出町6番1

みずうみ

島田市本通2丁目4-27

和食のどさんこ

島田市祇園町8693-2

居酒屋 来庵

島田市道悦4丁目9-20

どん栗

島田市本通2-4-23

ビックムーンカフェ

島田市日之出町6-7

通りゃんせ

島田市日之出町1-14

店舗名称

店舗所在地

パブ・ローズ

島田市本通1丁目10-6 西野ビル1階

Ｒeposer

島田市井口1391番地

あうーる

島田市稲荷4丁目15-50

居酒屋 のどか

島田市扇町15番の9

みよしの

島田市阪本1329番地の25

割烹おせん

島田市金谷中町2193-2

くら

島田市本通2丁目4-17 スズキビル2F

しまんちゅ

島田市中央町4-12松本ビル102

魚虎

島田市栄町4-15

お食事処 たばこ屋

島田市川根町家山660の2

ペアバルーン

島田市幸町7-6

静岡カントリー島田ゴルフコースクラブハウス

島田市船木3500

あかしや

島田市祇園町8685-1

そばの花

島田市野田1224-2

大衆酒場まぁーさん

島田市幸町13-7

ジョイナス

島田市日之出町1-6 2F南側

丸尾原

島田市金谷富士見町3053-2

味処 東乃

島田市東町427－0011

そば玄

島田市河原2丁目14-5

蓬莱橋897.4茶屋

島田市南2丁目地先

スナック洋子

島田市幸町2-9オシャレハイツKOTO1B

天神屋アピタ島田店

島田市宝来町8－2 1F

唾楽

島田市幸町5-10

Sincerely（シンシアリー）

島田市日之出町3-2 望月貸店舗1階

すなっく カモミール

島田市大津通9-1フレグランスD

スナックふーちゃん

島田市扇町14-10

珈琲亭 おぼろ月

島田市宮川町2458-32

勝久

島田市向島町2935-1

喰い呑み家 ガジュマル

島田市栄町1-10

お多福

島田市扇町12-15

友

島田市柳町5-5

ルル

島田市本通2丁目4-17

焼肉 だんらん 島田店

島田市日之出町6-2 島田駅前ビル1F

みのり

島田市元島田256-11 1F101

川根ふるさと茶屋

島田市川根町身成3925の14

かね正

島田市本通6丁目8362-1

ルイジアナママ金谷店

島田市金谷富士見町1681-88

ふじの

島田市栄町1-23

ほたる

島田市扇町12-16

心和

島田市南1丁目7-22

野田屋

島田市野田1279

ティンカーベル

島田市大柳南465-2

BAR misto

島田市本通1-9-1 マリッチTAC101

鈴龍酒店（鈴龍商店）

島田市向谷1丁目878-1

店舗名称

店舗所在地

ごはんcafeかりん

島田市中溝町1632-9

万惣

島田市高砂町7751の3

花見茶屋

島田市川根町家山60-6

和風スナック財來

島田市道悦1丁目12番15号

多賀弥

島田市金谷富士見町1703-1-3

かに柳

島田市柳町9番の1

焼肉ダイニングはまやん

島田市若松町2739-1

しんかなや

島田市金谷1112-2

居酒屋 源

島田市本通2丁目4-17

チャールストン

島田市東町833-2

バーガーキング 島田店

島田市道悦1丁目13-24

ジャパンバザール

島田市阪本4245-3

サイゼリヤアピタ島田店

島田市宝来町8番2号

SACABAよい酔

島田市道悦4-9-27

カラオケ喫茶 カナサン

島田市幸町2-9

ひだまりカフェ

島田市島572-2

蕎麦雪月花

島田市本通2丁目3の4

焼肉處 十々

島田市栄町1番の1

川根町温泉ふれあいの泉

島田市川根町笹間渡220

ココス島田店

島田市中央町23-54

焼鳥 壱

島田市本通2-4-15

アライブ

島田市本通2丁目3番の12

Shimadaining Bar ひづき

島田市本通1-9-19

ラーメン旗っさし家

島田市旗指499-5牛尾ビルA-1

This Is Cafe 新金谷駅店

島田市金谷東2丁目1112-2

RUPLAXMI

島田市旗指489-6

カレーハウスCoCo壱番屋島田中央町店

島田市中央町1894-1

虎太郎

島田市中河855-4

東海苑

島田市阪本43-1

福来ろう

島田市稲荷4-15-50

オリーブの実島田店

島田市宝来町8-2アピタ島田店1F

ジョイフル静岡島田店

島田市稲荷1丁目1-28

スナックベル

島田市牛尾534-4

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＯＵＢＬＩＥ

島田市井口1481

フェアリーティル

島田市本通2丁目4-16

スカイペンションどうだん

島田市千葉835-411

静岡大勝軒

島田市中溝町1651-31

炉ばた 昆布森

島田市日之出町3-9寿真庵ビル1階中

有限会社 増田屋

島田市阪本1354

ヴィクトリー ライトニング

島田市阿知ケ谷346-7

なる味

島田市阪本1927-4

ラウンジ 星

島田市日之出町3-2

和食工房 一鮮

島田市道悦5丁目12-34

たいよう。

島田市日之出町1-15

店舗名称

店舗所在地

キタムラ食品

島田市本通4丁目4番-1

洋食屋 ボン・マルシェ

島田市日之出町1-1池田ビル1階北室

魚八

島田市竹下字東久保347-2

かねた

島田市旭1丁目10-29

小倉屋

島田市日之出町2-22

有かい

島田市本通1丁目9-7

金谷インタ－喫茶 ちゃ～茶Cafe

島田市牛尾179-3

有限会社 スナック 麦

島田市金谷182-2

亜珈里

島田市阪本1447-5八木ビル内

野うさぎの森

島田市ばらの丘1-22-2

JUSTICE

島田市本通二丁目4番地の7

煮香味亭

島田市道悦4丁目5の11

水門酒場

島田市伊太1789

AJITO

島田市本通3丁目3-7

喜よしや

島田市牛尾541-9

CREAM

島田市日之出町2番の10 ティーオーケイビル1階

和食さと 島田店

島田市中河町8916-10

自然派カフェ a･e・r

島田市向谷2丁目1-47

Londe

島田市大井町2307

プレシャス

島田市本通2丁目3-12シャネル2階

Ｓｅｅ ａｎ

島田市日之出町4-7

そば所よし田

島田市本通1-3-3

進栄楼

島田市道悦5-15-20

グレートペア

島田市新町通1番の3

豚骨ラーメンとまぜそば池めん島田店

島田市道悦1丁目14-73

しゃもり

島田市伊太1296－2

食彩酒房とりひち

島田市竹下409-1

海鮮道楽 丼丸 島田中河町店

島田市中河町8947

インド料理 ガンジス川

島田市金谷東1丁目1302-1

割烹 三三九

島田市本通6丁目6031

FORBEAT

島田市船木328-11

Amar

島田市栄町1-3

meguri石畳茶屋

島田市金谷坂町2482-1

マクドナルド島田中河町店

島田市中河町1938-1

マクドナルド島田アピタ店

島田市宝来町８－２

居楽屋 千年の宴

島田市栄町2-1島田駅北パーキングビル1階

和蔵

島田市本通2丁目4-27

中屋酒店

島田市横岡新田228

カラオケまねきねこ 島田駅前店

島田市栄町2-13

鮨昇

島田市幸町17-26

喫茶カンサー

島田市金谷富士見町1681-76

すわはら

島田市菊川1190

築地銀だこ

島田市宝来町8-2アピタ島田店1階

鶏のジョージ島田北口駅前店

島田市栄町2-1島田駅北パーキングビル1階

店舗名称

店舗所在地

榎本商店

島田市日之出町4-4

hiro's cafe

島田市日之出町3-3大洋ビル1F

一番

島田市高砂町7751の5

ラバーソウル

島田市中河町285-3

日本料理 卯月

島田市扇町15-6

中華料理泰平

島田市阪本1323-8

ごはん屋ととも

島田市新町通1-5

池田や

島田市阪本1505番地の1

味やす

島田市月坂1丁目12-5

松乃寿司

島田市栄町1番の9

ホッと cafe

島田市中央町4-12

ピッツェリア マレッタ

島田市本通1丁目8-5

Jasmine

島田市扇町4-10

如月

島田市本通1丁目7番の12五條クリーニング1丁目貸店舗 東側

ハル

島田市元島田9255-1

寿し宗

島田市島894-3

牧野商店

島田市竹下469-6

寿し清

島田市川根町家山685-1

てんみ島田店

島田市日之出町1-12

三笑亭

島田市向谷元町735-2

CAFE アルージュ

島田市旗指534-7牛尾ビル1-7

居酒屋 おおちゃん

島田市船木252-19

ERRATIC WAREHOUSE

島田市日之出町1-16

あさおか

島田市中河806

食事処 なんざん

島田市南原247

富士屋食堂

島田市金谷根岸町52-11

めいと

島田市大井町2280-22

絵美

島田市本通三丁目4-4

寿し辰

島田市旭3丁目15-23

スナック アイリス

島田市本通2丁目4-27

やよい

島田市幸町17-25

食事処・蓬春

島田市旗指510-1

和仏蘭西料理 ル・シャン

島田市柳町9-12

カウンター乱

島田市船木252の19

柿の木

島田市本通3丁目6-1

芭蕉

島田市本通1-1-3

撫子

島田市本通1丁目4677-20

伝丸 1国島田六合店

島田市道悦一丁目11番29号

C-2 HINODE

島田市日之出町6-1 2F

スナック大ちゃん

島田市旭1丁目2-6

リストランテ グラッパ

島田市本通4丁目2番の1

ポエム

島田市本通2丁目2-11

カラオケサロン レッツ島田

島田市大津通9-1フレグランスC

カラオケ KARAMON

島田市島902-15

店舗名称

店舗所在地

鳥秀

島田市金谷栄町628-6

居酒屋 みほ

島田市井口847

遊楽

島田市中河998-1

更科

島田市阪本956-1

花束

島田市本通2丁目4-19大石ビル2F

コメダ珈琲店 島田吉田インター店

島田市井口820

や台ずし 島田駅北口町

島田市本通2-5-6

カラオケサロン くろーばー

島田市稲荷2丁目14-5

DELHI MAHAL

島田市大津通9番の1

やきいもオザワ

島田市三ツ合町1362-6

潮

島田市阪本1447-5八木ビル1F

旬菜酒房 tokotoko

島田市日之出町3-3大洋ビル1F西側

どんどん 島田店

島田市道悦1丁目37-2

株式会社カナキン亭本舗 島田東町店

島田市東町1190-2

喫茶＆スナック 遊人

島田市道悦島1383-1

パブ フェニックス

島田市本通1丁目9-1

556CAKE Kanaya

島田市金谷田町2050-3

馬車道

島田市扇町8-2

霧下そば 安田屋おおいし

島田市旭1-3-34

居酒屋 泉

島田市本通2丁目4-27

魚喜代

島田市身成48-3

侘助

島田市本通1丁目1-10宮一光横丁内

すし処 江戸藤

島田市若松町2800の2

アンジュ

島田市本通1丁目1-10

かつとき本店

島田市道悦1丁目11-24

炭焼きレストランさわやか島田店

島田市祇園町8912-2

レディースマーケット 島田店

島田市本通2-5-4牧野ビル1階

酒場山田屋（マルト山田酒店）

島田市中央町4-14

茶房かっぺ

島田市扇町10-19

居酒屋 さくら

島田市日之出町3-9

自然薯農家れすとらん とろろ屋ととろ

島田市金谷富士見町3172

茶の庭れすとらん とろろ屋ととろ

島田市阪本938-1

やきとりの扇屋

島田市中河町1937

食堂カフェ 樵

島田市横岡579-1

山田屋

島田市向谷3丁目883の7

創作居酒屋ダイニングZERO

島田市中河町285-5アドベンス中河1F

ぜろいち

島田市中河町285-5アドベンス中河1F

たいやき屋

島田市金谷代官町3394

れんこん

島田市船木252-20

江戸寿し

島田市大井町4-14

のほほん

島田市稲荷2-14-13

和重

島田市金谷東2丁目5-1

Hana Sweets

島田市中河町285-5 アドベンス中河１F東・中

Chinese dining花/華Hana

島田市野田1633-1

店舗名称

店舗所在地

ちどり

島田市川根町家山436の1

めんや大喜

島田市旭1-15-14

居酒屋 かなちゃん

島田市本通1丁目8-6

秀水

島田市稲荷4丁目4-5

五味八珍島田店

島田市阿知ケ谷6-4

居酒屋きんかん

島田市本通ニ丁目5番の12 大重ビル1階

福助

島田市金谷宮崎町17-1

丸亀製麺島田

島田市御仮屋町8766-1

千石

島田市大柳190-7

五平

島田市本通5-1-2

ステーキハウス成しま 島田店

島田市道悦1丁目12-34

丸金ラーメン

島田市野田1116-1

小料理 かとう

島田市金谷東二丁目1440-16

四季折々

島田市川根町家山323-6

秋山ラーメン

島田市元島田9517-5

麺屋 燕

島田市御仮屋町8770

かすり

島田市日之出町4-7

居酒屋さとし

島田市本通1丁目7-12

じねんじょ 禄寿

島田市金谷本町2040

有限会社島田ゴルフガーデン

島田市旗指1319

旬菜居酒屋ゆるかも

島田市金谷本町2015-1

えびす

島田市旭2丁目1-30蓬莱の湯内

FUN!FUN!FUNNY!!

島田市本通1丁目9-1マリッチTAC1F

居酒屋ラーメン 菩主

島田市日之出町1-6

食事、コーヒー、カラオケ ようこそ

島田市本通1丁目9-14

大衆料理 司

島田市本通6丁目7823

紫苑

島田市本通6丁目7823

ELTACO

島田市幸町13-6

カナキン亭本舗 若松店

島田市若松町2601-1

スナック ゆめ藤

島田市島530-9

磯舟

島田市栄町1の15

くいもの屋わん島田駅前店

島田市日之出町1-10島田駅前河村ビル1階

たむら

島田市川根町家山668-2

大井神社宮美殿

島田市大井町2316

カラオケYU-A

島田市扇町5-3

古民家 ひらら

島田市川根町身成2974

弦月

島田市阪本1381-8

Blues'Bar Shain

島田市日之出町6-7

カフェギャラリー 日和

島田市川根町身成3395-3

わきっちゃん三代目

島田市竹下488-1

吉野家 島田店

島田市中河町8964-1

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【焼津市】
店舗名称

店舗所在地

さかな大食堂渚

焼津市八楠4丁目13-7

海賊料理 舟小屋

焼津市田尻北1628-2

和作寿司

焼津市西小川2-12-2

きさらぎ

焼津市八楠2丁目25-13

ESORA COFFEE

焼津市吉永2089

回転寿司 のぶちゃん 焼津店

焼津市八楠4丁目13-7 焼津さかなセンター

かぜんぐ。

焼津市焼津1丁目6-3

にじいろ。

焼津市栄町2-3-21

八百長

焼津市吉永1166-1

やきにく家 幸楽

焼津市三ケ名1345-4

ブルズランチステーキ

焼津市東小川六丁目6-6

焼津焼肉センター

焼津市八楠4丁目13番地の7 サービス棟店舗No.C-6

松壱家

焼津市八楠4丁目13番地の7 サービス棟店舗No.c-1

食事処 かどや

焼津市中港3-4-31

けのひ堂 焼津店

焼津市西小川1丁目11-9

カフェ セレサ

焼津市三ケ名1194-4

幸甚

焼津市西小川6丁目5-3

さんすい 2号店

焼津市八楠4丁目13-7

ひもの食堂 ヤマクニ水産

焼津市八楠4-13-7

ホテルルートイン焼津インター

焼津市八楠1-27-7

花味月

焼津市西小川1丁目11-8

創作料理がじゅまる

焼津市西小川2丁目4-19 ジュネス登呂田201

Pretty HONEY

焼津市栄町1丁目8番13号 丸合第2ビル2階西側

和味亭

焼津市栄町1丁目2-2

エキチカ温泉・くろしお

焼津市栄町1丁目13-1

四六時中 イオン焼津店

焼津市祢宜島555 イオン焼津店1階

和食やみさき

焼津市東小川7丁目19-6

M's cafe

焼津市石津447A

イタリアンバル TENOHIRA

焼津市駅北2丁目4-22 ブレイヴビル1F

江戸そば 八助

焼津市柳新屋601-3

日本料理 中重

焼津市道原768-4

焼津グランドホテル ダイニング炎の香

焼津市浜当目1489

焼津グランドホテル 和ダイニング 観月・藍

焼津市浜当目1489地下1階

焼津四川飯店＆ガーデンズ

焼津市西小川3丁目6-1

和ぁ坊

焼津市西小川1丁目4番6

長峰製茶 株式会社 焼津三和本店

焼津市三和59

Herbs Garden

焼津市西小川1-8-17

寿し春

焼津市中港1丁目1-4

ポルトガルカフェ南蛮亭

焼津市浜当目3丁目1733-1-1

バーラウンジ ai

焼津市栄町1丁目2-11

厨房 ながおか

焼津市西小川1丁目4-3 おでん横丁C

やいづマリンパレス

焼津市本町1-6-3

店舗名称

店舗所在地

牛角 焼津店

焼津市西小川2-5-1

CLUB RQ

焼津市栄町一丁目5番14号サンクリエイトビル6階

ゆで太郎 焼津上小杉店

焼津市上小杉822-2

赤から焼津店

焼津市祢宜島410-1

テンジンヤねぎ島店

焼津市祢宜島541－4

〇〇カフェ

焼津市中港3丁目3-12

焼肉のかねまる 焼津店

焼津市小川新町4丁目1-1

らいむ

焼津市宗高1575

焼肉のかねまる西焼津店

焼津市小柳津字西之宮224-1

四代目 肉の良知

焼津市焼津4丁目3-7

居酒屋 もっと

焼津市田尻北342-1

道とん堀 焼津店

焼津市小川新町3-1-12

笑福亭

焼津市柳新屋241-1

松風閣 料亭美咲

焼津市浜当目1541

山正亭

焼津市栄町4-2-2

株式会社Like zicca

焼津市一色115

洋食屋 ミッキー亭

焼津市三ケ名724-1

萬代

焼津市焼津4-7-17

まぐろ茶屋

焼津市鰯ケ島136-26

あたびーcafe

焼津市浜当目4-13-18

宝ちゃんの食堂

焼津市東小川3丁目3-1

東風庵

焼津市西焼津17-2

fuwafuwaﬄe

焼津市西小川2-1-3 J'sプレイス102号

fuwafuwaﬄe ふわふわっふる

焼津市栄町2丁目3番15号

赤万(万海亭)

焼津市本町2丁目 18-4

金ずし

焼津市中港4-1-42

伊志川

焼津市小川新町1-2-26

ホッカイハウス

焼津市中港1丁目3-21

アルハALHA

焼津市本町3-9-25

松風閣料理茶屋季ふね（創作中華レストラン彩嘉）

焼津市浜当目1541

大漁やまちゃん

焼津市中港2丁目7-2

株式会社たち吉

焼津市焼津4丁目6-21

うさぎと亀

焼津市焼津3丁目1-26

喫茶 DiningBar コパンの扉

焼津市石津592番地

ギャラリーSasayama

焼津市本中根107-1

ととや新兵衛

焼津市鰯ケ島136-26

焼津港のめし処 与作鮨

焼津市道原690-1

岡むら いきち

焼津市栄町1丁目1-34

フランス料理ボン・コラージュ

焼津市西焼津27-5トリオンビル2F

さんすい１号店

焼津市八楠4丁目13-7

お好み焼きC.カープ

焼津市五ケ堀之内1458-1

（株）アクシア

焼津市八楠4丁目13-7

仲寿

焼津市保福島1084

多幸

焼津市石津1143-1

店舗名称

店舗所在地

サイゼリヤ焼津店

焼津市小土573-3

西焼津セントラルホテル

焼津市柳新屋858

炭焼きやきとり玄氣

焼津市栄町6丁目8-27

絹

焼津市栄町1丁目5-17 きめた第12ビル 5階

炭火焼 MARUSAN

焼津市西小川8丁目1-6志桜ビル201

東海苑

焼津市上小杉763-3

韓の食卓 イェッコル

焼津市西小川2-1-6

ほろよい屋

焼津市西小川3-2-13

リー

焼津市栄町4丁目5-9

カラオケ居酒屋Ray

焼津市駅北2丁目6-7鈴木ビル1F

bj

焼津市栄町1丁目2ｰ11小林ビル2F

茶懐石温石

焼津市本町6-14-15

わが家

焼津市栄町1-8-20

caﬀe maco

焼津市中里556-1

カネコ

焼津市焼津3丁目1-23

居酒屋 稔

焼津市塩津236-25

マイウェイ

焼津市道原6-1 I-space A

パブスナック オリオン

焼津市東小川1丁目3-37

ラウンジ 魁

焼津市西焼津25-6 KYビル2F

居酒屋 日の出

焼津市栄町1丁目2-1-1F

ガスト 焼津東小川店

焼津市東小川2-2-3

リーベ

焼津市栄町1-2-14ヤマトビル2F

カラオケスナック レオン

焼津市八楠1-5-19小池ビル1階

IZAKAYA MOMOYA

焼津市駅北2-6-9

osoto雑貨

焼津市城之腰48番地の1

わかすぎ

焼津市塩津236-20

しゃぶ葉 大井川グランリバー店

焼津市下江留1314

カレーの店はんぐりぃ

焼津市道原1016-3

ミルフィオーリ

焼津市八楠4丁目38-18

キッチンさくらや

焼津市西小川6丁目20-3

TAGASA

焼津市本町2-18-8

Piatto alla carta SENTA!

焼津市栄町一丁目8-13丸合第2ビル1F

居酒屋 無

焼津市焼津3-10-8

えんや

焼津市石津120番地

花だより

焼津市八楠1丁目1番地の8

Bar Pinky DRAGON

焼津市焼津3-10-8

らーめん岡田

焼津市小川3570-1

Capri

焼津市駅北二丁目6番7号鈴木ビル1階北

三匹のこぶた

焼津市焼津3丁目10-15

GOTEN

焼津市石津1270-1

ポパイ

焼津市小川3346

スナックシャボンの風

焼津市栄町1丁目4の3法月ビル2F

松乃寿司

焼津市本町4丁目6-3

Kettle Whistle

焼津市大島1779-2

店舗名称

店舗所在地

いちばん 焼津店

焼津市八楠3-10-1

アメジスト.エンジェル

焼津市駅北4-1-20 1985ビル2F

ココス焼津店

焼津市八楠2丁目30-7

香賜園

焼津市本町2丁目2-10

フィリピン パブ

Eighty-Eight

焼津市栄町一丁目5番14号ポートビル4階

いっぽ

焼津市一色538-2

呑み処 舞子

焼津市小川新町2-3-4

大井川港漁協直営食堂「さくら」

焼津市飯淵1964

ハゲ天

焼津市焼津6丁目4-5

Loveaﬀair

焼津市西小川2丁目4-19 ジュネスビル203号

まんさく

焼津市栄町2丁目6-21

CHACO.style

焼津市大島917-1

洋食屋樅の木

焼津市三ケ名1461-1

八重垣

焼津市焼津4丁目1番19号

BUONA GIORNATA

焼津市塩津212-7

いけがや会館 美萠庵

焼津市上新田324-1

スナック サマンサ

焼津市大住648-3 202号室

手毬

焼津市大住1085-1

ELLE

焼津市中根433

LIBRAN’S PHILIPPNES BAR AND RESTAURANT

焼津市栄町1丁目8番地１

MAHAL KITA

焼津市西小川1丁目3-10パーク西小川102

かつ亭 膳

焼津市三ケ名954

CAFE＆RESTAURANT FunFun

焼津市小川2639-1

青宇宙

焼津市与惣次4

レストラン ベリーノ

焼津市道原12-2

笑わ

焼津市本町2丁目6-14 リバティ1Ｆ

ジロ

焼津市保福島1084

お照ん友

焼津市柳新屋831

ジョイフル静岡焼津店

焼津市大村2丁目28-21

しゃいん

焼津市焼津2-13-16

グリルSASAYA

焼津市焼津4-9-19

有限会社 どんた久

焼津市焼津4丁目14-1

らーめん ブッチャー 焼津店

焼津市三ケ名565-5

居酒屋クララ

焼津市栄町2丁目2-14

スナックえる

焼津市栄町1丁目8-20

Lounge Forest

焼津市栄町1丁目5番14号サンクリエイト2階

沖縄家

焼津市東小川1丁目7番3

有限会社さくらい花花

焼津市下小田535

お好み焼・鉄板焼 もくじぃ

焼津市西小川2丁目6-25

8COFFEE

焼津市栄町1-2-10

HINATA

焼津市栄町1-5-2

EBOSHI

焼津市栄町1丁目7-2

やまもと

焼津市栄町2-3-18

よねいち

焼津市栄町1丁目13-11四之宮ビル1F

店舗名称

店舗所在地

SANOWA for kids

焼津市栄町5-1-1

牛阿呆

焼津市西小川2丁目10-19高橋プラザ1D

かつ一

焼津市西島345

つかもと食堂

焼津市五ケ堀之内1515-4

居酒屋路ちゃん

焼津市田尻1410

勇喜寿司

焼津市西小川2丁目5-16

ダイニングバー ロック魂

焼津市大島1067番地1

Nombre Noir

焼津市駅北4丁目1-20 1985ビル101

三味

焼津市五ケ堀之内177

有限会社呑ん兵

焼津市小柳津349-5

MIRAGE

焼津市小屋敷448-1ハシモトヤビル２F

居酒屋ゆず

焼津市小屋敷244-2

IZACK らぶーん

焼津市東小川8丁目11-15パート6 102号室

鉄板焼ぶん

焼津市保福島638-3

遊びごころ

焼津市駅北2丁目14-7

ヴィ・マーナ

焼津市東小川2-17-13

きよ寿し

焼津市下小田791-4

磯料理みなと家

焼津市飯淵2153

ベーカリーレストラン サンマルク焼津店

焼津市八楠2丁目30-10

肉匠 篝

焼津市大村2-30-20

牛々

焼津市焼津4丁目11-4

コスモスベリーズ焼津店 B.mama館

焼津市東小川5丁目11番地の14

キャット

焼津市大村2丁目29-13

かつ銀大井川グランリバー店

焼津市下江留1322

ASYANA IZAKAYA KARAOKE

焼津市中港2丁目1-2

HAPPY TIME

焼津市焼津6-9-30

sumibiyakiizakayamiyuki

焼津市西小川1丁目11-20

中華本格料理 パンダ

焼津市宗高602

居酒屋ほたる

焼津市西小川1丁目4-3

パスタハウスペティトマト

焼津市北新田216-9

岩久大富店

焼津市石津253-3

カラオケ喫茶ファイブハウス

焼津市大村2丁目28-22

かえるたちのさんぽ

焼津市惣右衛門1160-12

浜唄

焼津市石津2204-7

天使の木

焼津市田尻北1226-2

食処 みやぎ

焼津市本町2-3-4-1

うまかーえんか

焼津市三ケ名1671ヤマキンビル104号

台所屋 二軒目

焼津市西焼津25-1 2F

本格中華 一龍

焼津市焼津2丁目5番1号

居酒屋ひいらぎ

焼津市与惣次289-6

ドトールコーヒーショップ モービル東小川

焼津市東小川5-8-4

スナック アミババ

焼津市下小田5-2

焼津さかなセンター スマル家

焼津市八楠４-13-17

スナック ウィンク

焼津市大住648-3OKビル1F

店舗名称

店舗所在地

和食さと 焼津店

焼津市三右衛門新田373-1

そば屋案山棒

焼津市大住99

彩舞

焼津市本中根107-5

寿司実

焼津市三和1167-2

ステーキ塚原

焼津市柳新屋821-4

波花

焼津市本町2丁目3-13

居酒屋 徳

焼津市栄町2-7-1

うな鐵

焼津市栄町1丁目6-3

中国パレス

焼津市祢宜島573-5

中華料理 福龍

焼津市小土127-7

アントレ西店

焼津市大島581-4

まる美や

焼津市保福島1057

Abientot

焼津市西小川1丁目3-10パーク西小川101

一番

焼津市中根新田40

丸忠

焼津市下江留1450-1

Jessi cafe

焼津市藤守541

大盛屋

焼津市栄町6丁目3-6

長島酒店

焼津市焼津5-12-21

鮪の御宿石上

焼津市小浜1047

ます田

焼津市大栄町2丁目5-6

ラーメン屋 ひまわり

焼津市八楠1丁目１-8ワラシナビル1Ｆ7号

カルマカフェ

焼津市本町2丁目16-45

Fiorita

焼津市駅北4-7-11

居酒屋ジロー

焼津市相川1502

呑処・肴処 膳

焼津市焼津4-9-15

ジョリーパスタ焼津店

焼津市東小川6丁目6-12

呑食処 じろべぇ

焼津市東小川2丁目17番9号

4:shamo

焼津市西小川二丁目4-19ジュネス登呂田103

アップステージ

焼津市柳新屋191番地の1KIビル2階5号

ミスユニバース

焼津市柳新屋191番地の1KIビル1階1号

J＆J

焼津市柳新屋191番地の1KIビル1階2号

カラオケ本舗まねきねこ焼津店

焼津市八楠1-8-3

たにまち

焼津市西焼津32-1

魚民焼津南口駅前店

焼津市栄町二丁目2番21号アンビ・アパークビル1階

スナック れいか

焼津市東小川2丁目5-30

しおん

焼津市五ケ堀之内572-1

ほほえみ

焼津市坂本445-1

Dolce Garden W

焼津市石津556-3

Club Luna

焼津市栄町1丁目7-12カネギビル2F

スナック エリカ

焼津市八楠3-19-15

酒食家 陽だまり

焼津市栄町2丁目7-7

味彩

焼津市田尻北1227-2

ゼクト・バー・ジーゼ

焼津市西小川2丁目2-6ルーセントK.

焼肉さわ

焼津市焼津2丁目3-29

店舗名称

店舗所在地

五金

焼津市柳新屋996-4

スナック 琴

焼津市栄町2-7-24

和ダイニング おはな

焼津市東小川5-16-1

蘭亭

焼津市大覚寺679-3

三平

焼津市道原679

居酒屋無我

焼津市西小川1-4-3

カントリーロード

焼津市西小川1丁目3-3

のっけ家 焼津さかなセンター店

焼津市八楠4丁目13-7

Seventh Chord

焼津市石津2-1カネツビル2-D

蕎麦一玄

焼津市小土896-7

サンゴ礁

焼津市西小川2丁目10-19

居酒屋 俺ん家

焼津市保福島649-1

なぎ寿し

焼津市焼津5丁目11-5

プリン

焼津市東小川8丁目12-8T-1C号

寿し誠

焼津市小柳津536-1

居酒屋 知

焼津市駅北1丁目5-1

中華飯店担担

焼津市下小田638-5

BIG MAMA

焼津市栄町2-7-1

ビッグボーイ焼津西小川店

焼津市西小川4丁目2-1

一品料理いな穂

焼津市栄町1丁目11-19

歩

焼津市塩津223-5

金龍食府

焼津市大島776-2

夢恋人

焼津市栄町1-8-16

ペンギン村

焼津市田尻1366

夢擂屋

焼津市八楠3丁目11-18

シリウス

焼津市城之腰190-3

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 焼津国道150号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店

焼津市大覚寺3丁目17-31

てんみ 焼津店

焼津市栄町1丁目5-14ポートビル1F

キャフェ ロアール

焼津市東小川2丁目5-30

スナック 五郎

焼津市西小川7丁目1-1

ジュモー

焼津市八楠4丁目10-17

鐘庵 焼津東小川店

焼津市東小川6-5-13

ジャピーナ

焼津市栄町1丁目8-20

焼肉 金好園

焼津市八楠1丁目28-10

居酒屋 万年青

焼津市栄町2丁目7-24

いざかや・すなっく・さんぽみち

焼津市栄町2丁目2-14

Razuri

焼津市西小川1丁目3-10パーク西小川105

食彩酒房 えびすけ

焼津市東小川8丁目5-33

カノン

焼津市駅北1丁目5-1コーポまつながA101

スターバックスコーヒー 焼津八楠店

焼津市八楠2-1-1

インド料理 ガンガジ

焼津市柳新屋891-1

てんとう虫

焼津市石津中町11-21

魚っ魚来

焼津市東小川7-19-9

おでん屋 くまさん

焼津市焼津3丁目10-7

店舗名称

店舗所在地

digital darts court R

焼津市栄町1-1-32アピオビル１F

和かな

焼津市西小川1丁目11-8

クボちゃん

焼津市栄町2-2-14

魚安

焼津市田尻1625

居酒屋 いそじろう

焼津市駅北2丁目14-11

居酒屋 ちゅう

焼津市駅北1丁目5-1

スナックキントキ

焼津市中港3丁目1-14

青ひれ

焼津市小川新町2丁目3-30

岩久 石津店

焼津市石津港町47-19

かつお

焼津市焼津3丁目10-5

cafe ぷるめりあ

焼津市東小川二丁目17-10

Goldie

焼津市栄町1丁目13番11号

1CHIGO

焼津市栄町6丁目3-19

らーめん まごころ

焼津市大覚寺294-4

洋風厨房 グッドウィル

焼津市石津1028-2

あん梅

焼津市中港5丁目16-12

小川 金寿し

焼津市小川新町2-2-10

花の香り

焼津市東小川3丁目4-30

ベトナムコミュニティカフェ らむ

焼津市栄町1丁目5-17

ラウンジ えすぽわーる

焼津市駅北2丁目6-7

カフェテリア バンブー

焼津市小柳津606-1

マテリアカフェクレープ

焼津市小土1265-1

炭焼きレストランさわやか焼津店

焼津市東小川7丁目17-12

Liiy

焼津市栄町一丁目5番14号ポートビル3階

鮨 一八

焼津市三ケ名字清見田1690の4

花和

焼津市焼津4丁目11-14 101号

餃子の王将焼津店

焼津市八楠3丁目3-5

居酒屋 まなとら

焼津市西小川2-4-19ジュネス登呂田1階102

ぽんゆう

焼津市焼津4-1-18

リストランテ ダルピーノ

焼津市栄町2丁目4-4

麺屋 花城

焼津市八楠1丁目28-11

まるさん

焼津市石津港町16-6

野田屋

焼津市三和198

食事処 と。

焼津市石津港町19-9

スナック「えん」

焼津市駅北2丁目14-11

カサブランカ

焼津市大住427-2

旬香 あずみ

焼津市本町5丁目2-3

BAHAY NI KUYA (暁)

焼津市焼津6-8-39

焼津青少年の家 食堂

焼津市石津2259-408

スナック レインボー

焼津市八楠1丁目1番8ワラシナビル1階108号室

居酒屋 ほ

焼津市焼津2丁目3-14すえつぐ酒場

居酒屋 実づき

焼津市上新田481-3

伝丸 焼津小川店

焼津市小川4009-1

たなべ

焼津市本中根708

店舗名称

店舗所在地

中華 成蘭

焼津市三ケ名1660-4

焼津浜食堂

焼津市城之腰91の5

季節料理割烹辰巳

焼津市西小川5丁目17-2

呑み処ますお

焼津市下小田650-5

スナックせおと

焼津市駅北3-17-21

土筆旅館

焼津市栄町1-11-10

薩摩おごじょ

焼津市焼津3丁目10-13

ダイニングバー ヴィーノ！ヴィーノ！

焼津市栄町1丁目1-32アピオビル1F

帆の字

焼津市五ケ堀之内1211-1

居酒屋 馬鹿馬

焼津市栄町6丁目9-28

居酒屋だるま

焼津市本町1丁目4-18

カムカム

焼津市三ケ名1461-1

そば処 新ばし

焼津市西小川一丁目4-20

龍ちゃん食堂

焼津市越後島361-1

ラウンジ トワイライト

焼津市栄町4丁目10-6

パブ ヂヂ

焼津市三ケ名1671番地ヤマキンビル2階202号

彩

焼津市西小川1丁目4-3

居酒屋 一茶

焼津市駅北3-24-21

JALLE LOVE RESTO BAR

焼津市焼津6丁目9-30

てっぱん

焼津市八楠1丁目28-16

コメダ珈琲店 焼津インター店

焼津市八楠4丁目13-1

アンティーク＆カフェ 古町

焼津市道原1182-2

麺創房 LEO

焼津市東小川8丁目11-13前川ビル1F

海鮮心 あきやま

焼津市八楠1丁目3-8

えのき

焼津市石津806-2

てっか家

焼津市八楠4-13-7

パブハウス＆TEA ピロポ

焼津市駅北2丁目6-6

キャトル鷹匠

焼津市小川3283-1

Noodle Dishes粋蓮華

焼津市田尻北1548-1

レストランバー トンガリ

焼津市八楠1丁目8-13

居酒屋 くまっ家

焼津市西小川1-11-8

居酒屋 きよじ

焼津市治長請所75-2

松風屋

焼津市本町6-9-7

スナック プランタン

焼津市西小川2-11-15

居酒屋 てっちゃん

焼津市北新田355-6

綿屋

焼津市栄町1丁目8-20 駅前横丁2号

居酒屋 ぱせり

焼津市三和1551-1

枝

焼津市下小田792-1

まぐろ食堂

焼津市八楠4丁目13-7さかなセンターサービス棟B-1

ずいこうあん

焼津市小土127-6

魚いち

焼津市栄町4-3-3

寿し処 真駒

焼津市石津港町49-19

まいどおおきに焼津八楠食堂

焼津市八楠4-2-3

そば処 村尾

焼津市東小川2丁目17-13

店舗名称

店舗所在地

カナキン亭本舗 祢宜島店

焼津市祢宜島604-1

カナキン亭本舗 焼津店

焼津市八楠1丁目5-6

ぽんぷ

焼津市石津向町22-5

白浜寿し

焼津市小川新町2-6-5

まぐろ・かつお居酒屋 さかなや道場 焼津南口店

焼津市栄町一丁目6番11号1階

大漁丼家 焼津店

焼津市西小川4丁目1-18

雷心

焼津市三ケ名1461-1

地魚定

焼津市中港2-4-18

小雪

焼津市八楠4丁目33-11

イタリア食堂パエザーノ

焼津市宗高1510-3

Cafe Bar Zabuton

焼津市祢宜島146-1

おふくろさん

焼津市石津港町47-19

ひとすき

焼津市栄町1-8-13虹色ビル

有限会社 たかた

焼津市八楠4丁目13-7

ケンタッキーフライドチキン焼津店

焼津市東小川2丁目17-12

和人 旬の菜と旨い酒

焼津市一色728-1

麺屋日出次 焼津店

焼津市八楠1-1-8ワラシナビル

ふうみや食堂

焼津市栄町4丁目3-1

新村糀店

焼津市駅北3丁目10番23号

居酒屋 ささの恵

焼津市大栄町2丁目5-6

曽根酒店

焼津市大住155-1

麺や纏

焼津市柳新屋646

安楽亭 焼津西店

焼津市三ケ名212

ラウンジ マリガン

焼津市栄町1丁目8-14

五味八珍大井川店

焼津市下江留1707-1

五味八珍 焼津インター店

焼津市八楠1-28-6

カントリーオーブン

焼津市花沢18

コスタリカ

焼津市中新田721-9

玉藤

焼津市中根51-2

すずき

焼津市西焼津32-1ラポート102

麺屋才蔵

焼津市石津71Part15-101

丸亀製麺焼津

焼津市八楠3-16-11

ファイブスター 焼津店

焼津市西小川6丁目20-1

ひのまる酒場

焼津市東小川二丁目17-13マンション小池B号室

モスバーガー 大井川店

焼津市下江留1329大井川グランリバー内

インド料理 ガンジー

焼津市中里314-2

まんまる。

焼津市東小川2丁目17-13マンション小池D号室

丸玉園登呂田店（SANOWA）

焼津市東小川5丁目9-17

真弥

焼津市大住711-2

伊駄天 本店

焼津市東小川4丁目10-1

北海屋

焼津市三右衛門新田683-4

カフェ バウムクローネン

焼津市惣右衛門732-2

かっぱ寿司焼津店

焼津市祢宜島252-1

亀川そば店

焼津市本町5丁目6-2

店舗名称

店舗所在地

岩久焼津店

焼津市本町2丁目3-15

山一園製茶

焼津市上新田862-1

マルモト酒店

焼津市石津港町6-2

磯料理黒潮

焼津市栄町6丁目7-8

岩久小川分店

焼津市小川新町4-2-28

成作

焼津市小川3175-2

馳走 江ずみ

焼津市下江留604-1

勝富焼津インター店

焼津市八楠4丁目12-29

一寸ぼうし

焼津市東小川6丁目5-18

アバ

焼津市本町1丁目9-12

焼津さかなセンター てっか丼山もと

焼津市八楠4丁目13ｰ7さかなセンター内

多津美

焼津市本町5-7-12

千漁

焼津市石津1127-9

楽食庵

焼津市大住34-1

いくまつ

焼津市祢宜島408-3

おちょおちょ

焼津市五ケ堀之内572-1 サンハイツ後藤3 10A号

イヅミヤ

焼津市栄町1丁目2-12駅前会館

居酒屋ほり川

焼津市西小川1丁目4-3おでん横丁A

やきとり家すみれ 焼津店

焼津市西小川1丁目1-1

はまきち

焼津市利右衛門2573-6

まる快ラーメン

焼津市西小川3丁目1-12

酒場 綾

焼津市栄町2-7-1

あおい寿し

焼津市石津中町20-2

New グリングラス

焼津市東小川6丁目15-1

悟空

焼津市一色1545

アイリス

焼津市中港1丁目1--27

カラオケスナック 歌宴

焼津市五ケ堀之内572-1サンハイツ後藤3

和ごころ

焼津市栄町2-7-1

ミルク珈琲

焼津市保福島257-1-2

中華好

焼津市下江留1397-3

プリムローズ

焼津市三ケ名1671番地ヤマキンビル1F

炉ばた家 かっぱ

焼津市石津中町22-13

QP・サミット

焼津市焼津4丁目1-20

アンの家

焼津市宗高822-6

スナックドンキー

焼津市駅北1丁目5-4

酒季の蔵

焼津市焼津3丁目10-8

魚家

焼津市石津592アイスペースB

有限会社 サスカ松屋

焼津市栄町5丁目5番1号

株式会社とうそん焼津店

焼津市西小川4丁目16-6

ゆりね

焼津市焼津3-11-7

民宿柳亭

焼津市浜当目2丁目19-25

モスバーガー 焼津バイパス店

焼津市三ケ名878

吉野家 150号線焼津店

焼津市八楠4-3-11

居酒屋 磯乃

焼津市本町2丁目9-16

店舗名称
ポカラ

店舗所在地
焼津市三ケ名1538-1

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【藤枝市】
店舗名称

店舗所在地

ホテルルートイン藤枝駅北

藤枝市青木1丁目10-16

沼津魚がし鮨 流れ鮨 藤枝店

藤枝市緑町1丁目2-18

沼津魚がし鮨 流れ鮨 藤枝駅南口店

藤枝市前島1-3-1 ホテルオーレ2F

京昌園 藤枝駅南口店

藤枝市前島一丁目1818 ASTY藤枝2F

琉球堂写真店

藤枝市青木1丁目3-16

藤枝四川飯店＆ガーデンズ

藤枝市田沼1丁目23番地

ボディ アンド ソウル

藤枝市田沼3丁目4-7

サガミ藤枝店

藤枝市上青島305-2

鉄板焼覚上

藤枝市駿河台3丁目6-23

物産館 かしばや

藤枝市岡部町岡部824

カフェげんきむら

藤枝市南新屋11-16

餃子のお店 眞ゆみ

藤枝市高岡3丁目24-14

パテスリー クロシェット

藤枝市高柳3-26-32

ゑび寿亭

藤枝市高柳1丁目19-5

わいんづき

藤枝市田沼3丁目4番25号

ローズティファニー

藤枝市青木2丁目6-6

大庄水産 藤枝店

藤枝市駅前1丁目3-2 駅前会館ビル1階

寿づよし

藤枝市高洲一丁目10番5号

中長

藤枝市青南町2丁目8の23

ぼくの台所

藤枝市田沼一丁目17-39北島新開堂4ビル2F

ベジタベルバー兼次郎

藤枝市駅前1丁目3-17

スナック ぱぁるぴあす

藤枝市駅前1-20-6澤本テナント1階

スプーンフル

藤枝市岡出山1-10-14

まるよし よしみ

藤枝市青木3-15-2第2松浦ビル101

有限会社 ますだや

藤枝市本町1丁目5-11

鶏料理ゆい吉

藤枝市田沼1-14-20

池田屋

藤枝市駅前1丁目7－28古川ビル1F

さかなや道場 藤枝駅南店

藤枝市前島1丁目7-56 あおしまびる1F

丸福焼津水産 藤枝北口店

藤枝市駅前1-7-1 宮本ビル1・2F

来来亭 藤枝店

藤枝市小石川町3丁目10-41

CLUB GRANAS

藤枝市駅前1丁目7-5 北島第2ビル1階

スナック TSUBAKI

藤枝市駅前一丁目7番5号 北島第2ビル 2階

CLUB IMPERIAL

藤枝市駅前1丁目5-26北島ビル2階

スナック響

藤枝市駅前一丁目7番3号 松浦貸店舗1階

パティスリー プルクワ パ？

藤枝市田沼3-1-37

Jewelry

藤枝市駅前1丁目5-22プラザワンビル1-G

朝ラー マルナカ

藤枝市志太3丁目1-24

陽まわり

藤枝市駅前1丁目8番10 105号

からおけすなっく月光少女

藤枝市田沼1丁目15番1号 A.Sビル2階西側

ありがたや

藤枝市田沼1丁目1-15

DEAREST\3peace

藤枝市平島313-1

ニュー・すたっふ

藤枝市五十海4丁目12-15

店舗名称

店舗所在地

あゆ

藤枝市駅前1丁目7-14

欧風料理 キャセロール

藤枝市田沼1-28-7

牛角藤枝青島店

藤枝市上青島444

呑処 luna

藤枝市天王町2-10-3

ショーミー

藤枝市駅前2丁目7-3 駅前アライビル2階

coconomi

藤枝市岡部町岡部817

ガスト 藤枝青木店

藤枝市青木3丁目10-40

炭火焼すぎ多 藤枝駅前店

藤枝市駅前1丁目7-27キシモトビル2 1A

七輪焼鶏 すぎ多稲川本店

藤枝市稲川1-6-37

カネカ 柴田園

藤枝市本町1丁目4番23号

ステーキガスト 藤枝水守

藤枝市水守365-1

HOGOINU CAFE静岡

藤枝市築地407-2

我楽多家

藤枝市駅前1丁目10-21

つげ家

藤枝市駅前2丁目19-1

華鳥風月

藤枝市藤枝4-2-1

すぎのき

藤枝市大東町838-7

松葉

藤枝市駅前2-3-1

マルイチ商店

藤枝市城南1丁目1-1

オーツーランドpub

藤枝市駅前1丁目5番22号プラザワンビル2階

くうぼう

藤枝市藤枝3-14-1

金寿し呑み処

藤枝市高洲785-1

五鱗

藤枝市駅前1丁目10-6 1F

かねじょう片山魚店

藤枝市天王町2丁目8-14

手打ち蕎麦 さかえ庵

藤枝市茶町4-19-1

ハンバーグ Bingo

藤枝市泉町774-6

イタリア軒

藤枝市青木2-2-10

はちぼし酒場

藤枝市藤枝3丁目2-27

カラオケMISSION藤枝駅前店

藤枝市駅前1丁目7番地の5

ＢＡＲＺＥＲＯ

藤枝市藤枝5-10-7

和食れすとらん天狗 静岡藤枝店店

藤枝市築地551-1

居酒屋ぶん

藤枝市駅前3丁目11-28

TACOCAFE藤枝駅北店

藤枝市駅前1丁目2番1号 プラザハウス1階

ココス藤枝店

藤枝市小石川町4丁目2-23

This Is Cafe 藤枝店

藤枝市築地546-1

スナック macaron

藤枝市駅前2丁目7番23号 琢磨ビル1階

茜

藤枝市水守3-2-1

ピエール

藤枝市横内992-10

がじゃ

藤枝市仮宿1665-1

韓食房おんどる藤枝店

藤枝市田沼1-28-23

おばんざい 酒Bar 伊藤バー

藤枝市本町4-8-4

chinese̲dining̲sakura

藤枝市泉町774－7

SNACK BAR １９

藤枝市田沼1丁目15-1A.Sビル2F東

和処 輪さび

藤枝市青木2丁目3-241F

ジョイフル藤枝高柳店

藤枝市高柳2丁目9-17

店舗名称

店舗所在地

YHWH

藤枝市駅前３-13-29

TRATTORIALAMPA-da

藤枝市前島1-7-56あおしまびる1F

g.Jade

藤枝市駅前一丁目7番21号 ダイユービル２階北側

Double M

藤枝市下青島4-11

居酒屋 びっくまま

藤枝市音羽町2丁目6-16・6-17

洋々軒

藤枝市高洲785-7

ベトナム料理 からくない 藤枝本店

藤枝市田沼1丁目3番26号 青木ビル1階

焼肉牛はる

藤枝市志太2丁目2-28

白まる

藤枝市善左衛門2-5-5

楽

藤枝市田沼3丁目12-5

ぐりちねcafe

藤枝市前島1丁目7-10

Agridining GranMush

藤枝市駅前1-8-10-104 FUJIEDA mikineｳｴｽﾄ1F

株式会社ほりもとや 肉屋 堀もと

藤枝市駅前3丁目2-7

うさぎ（USAGI）

藤枝市駅前1-5-22

味鮮食堂

藤枝市下藪田80-14

アルティジャーノ

藤枝市前島2丁目1-3谷川澤ビル1F

藤枝茶カフェ KAREN

藤枝市駅前1丁目13番22号

大久保グラススキー場

藤枝市瀬戸ノ谷11021

あおいそら。

藤枝市駅前1-5-22

CLUB JUNO

藤枝市駅前2丁目8番1号スズビル2階

匠とんかつ永田

藤枝市五十海2丁目4-6

アバンティ

藤枝市青葉町4丁目3-6

風車

藤枝市駅前1丁目7番15号ニュー田中屋マンション1階

料理処 友喜

藤枝市駅前3丁目2-14

藤枝駅前魂心家

藤枝市駅前2丁目18-7

スナック 雅

藤枝市瀬戸新屋171-1朝日ビルC号

敬天愛酒 呑喰屋

藤枝市駅前3-17-20

JEUNESSE

藤枝市駅前2丁目7番地8鈴木ビル2階

Daining Karaoke Bar JEST

藤枝市駅前1丁目6-24中川ビル3階3号室

Trigger

藤枝市駅前1丁目6番22号橋本ビル1階

八千代

藤枝市本町3-2-26

居酒屋さいぞう

藤枝市瀬戸新屋115-4

cocotto

藤枝市駅前2丁目6-12松下ビル2階

youme縁

藤枝市駅前1丁目3-2

il Buco

藤枝市駅前3丁目17-1

BROCANTE

藤枝市田沼1丁目3-26青木ビル地下1階

CLUB CERO

藤枝市駅前二丁目8番2号沖ビル2階

蕎麦処 利右エ門

藤枝市前島1丁目3番1号ホテルオーレ2階

芋んちゅ 藤枝駅前

藤枝市駅前1-9-1キョウエイビル2.3階

スシロー藤枝店

藤枝市瀬戸新屋351-24

鉄板焼き 春団治

藤枝市前島1丁目3番1号ホテルオーレ2階

組曲

藤枝市高岡2丁目4-5 2F

鉄板焼 花

藤枝市前島1-3-1

魚松

藤枝市鬼島271-1

店舗名称

店舗所在地

創作料理kyo

藤枝市田沼1-27-15さくらビル101

Ｉｃｈｉ

藤枝市駅前2-7-24寿ビルＢ

エトワール

藤枝市田沼2丁目22-20

八っすんば

藤枝市駅前1丁目6-20

たかの

藤枝市駅前1丁目9-3

茶房華蔵

藤枝市藤枝5丁目6-48

カクタスハウス

藤枝市高洲25-7

古城村

藤枝市築地1-18-9

くるみキッチンプラス

藤枝市青木1-21-12 フジエダオガワホテル1F

備長焼き鳥 たぬき

藤枝市駅前1丁目11-3

TricK

藤枝市駅前1-3-22 （株）マニアコレクターズビル2F

小夜

藤枝市築地1丁目7-17

ミント

藤枝市田沼2丁目22-20田沼スカイハイツ102

LaFESTa藤枝店

藤枝市田沼1-2-16

居酒屋 奥洲

藤枝市本町2丁目6-13

会飯よこ多

藤枝市田沼1丁目26-1

居酒屋 山金

藤枝市藤枝丁目8-15

藤枝 鯛小判

藤枝市駅前3-3-8

UMANO

藤枝市駅前1丁目12-6

味鶴楼

藤枝市時ケ谷399-26

メゾン・ド・パティスリー・ヨシノ

藤枝市緑町2-1-24

Panini Cafe TATA

藤枝市駅前3丁目4番地の1WELLSEEビル地下1階

もん りーぶる

藤枝市田沼3丁目12-22

マクドナルド藤枝岡出山店

藤枝市岡出山3-6-20

麺や 虎

藤枝市大新島669-4

節骨麺たいぞう 藤枝店

藤枝市築地408-4

ジョリーパスタ藤枝店

藤枝市青木2丁目9-27

海鮮楽屋 福福屋

藤枝市駅前1-4-3

ハリボテ

藤枝市駅前2丁目7-24

魚宗

藤枝市本町1丁目8-13

y‘z Cafe

藤枝市郡1丁目10-26ヌーベルメゾンアン1F

Club L

藤枝市駅前一丁目6番24号 平井駅前貸しビル1階

Hermitage

藤枝市駅前二丁目５番２号正樹ビル２階

CLUB The victoria

藤枝市駅前1丁目7番28号FURUKAWABUILD2階

カラオケ本舗まねきねこ藤枝店

藤枝市藤枝5-15-1

カラオケまねきねこ藤枝駅前店

藤枝市駅前1-8-5 1・2F

飲食パラダイス あたぼう

藤枝市青葉町4丁目3-2

よし美大洲店

藤枝市大洲5丁目4-17

助宗食堂

藤枝市本町1-1-2

居酒屋千

藤枝市駅前1-8-8

岩久 高柳分店

藤枝市高柳3丁目30-16

スナックあい

藤枝市青木1丁目2-17

どんとこい藤枝

藤枝市青木1丁目17-20

まんまや

藤枝市田沼1丁目16-1

店舗名称

店舗所在地

NAN HOUSE

藤枝市本町1丁目4-32

酒房 ふみ

藤枝市駅前2丁目7-9

みちくさ

藤枝市大洲1丁目11-36

フランス料理 レストラン Ĺagape

藤枝市青葉町3-3-28

ほてい竹

藤枝市駅前2丁目14-21

もうもうBBQ

藤枝市潮663番地

中華美香

藤枝市立花1丁目5-9

くらしき

藤枝市与左衛門18-7

呑家いっぽ

藤枝市駅前2丁目6-5

翌檜

藤枝市藤枝4丁目9番44号

エリート

藤枝市駅前2丁目8-4

静岡ジビエ/尾州真味屋総本舗

藤枝市緑町2-2-21

のっけ家 Bivi藤枝店

藤枝市前島1丁目7-10

スマートアス

藤枝市駅前1丁目5-22プラザワンビル1F

焼肉 みき

藤枝市青木3丁目15-2 松浦第2ビル(103)

神田寿司

藤枝市駅前3-9-20

やま和季

藤枝市谷稲葉429番地の1

あしあと

藤枝市茶町4丁目19-1

中華そば厨

藤枝市田沼1丁目28-15

めぐり庵

藤枝市若王子1丁目1-26

そでしや

藤枝市駅前3丁目11-29

パブハウスWink

藤枝市駅前2丁目3-3

Green Village

藤枝市駅前2丁目6-8

ビッグボーイ藤枝田沼店

藤枝市田沼2丁目12-1

角竹

藤枝市天王町3丁目2-4

旬彩 ひと粋

藤枝市駅前1丁目16-8

春夏冬

藤枝市高洲19-22

パブリック

藤枝市大東町516-3

ダイニングバー桃

藤枝市前島1-7-50田代part11 3F

花たば

藤枝市駅前2丁目10-2

パルテール

藤枝市堀之内1丁目6-2

發巳 藤枝店

藤枝市田沼4-5-1

カラオケ喫茶さっちゃん

藤枝市大東町481レインボー2

とおいち

藤枝市前島2-28-14

ラーメンショップ 藤枝店

藤枝市高柳3丁目29-4

焼肉 文月

藤枝市高洲888-5

Nomocca

藤枝市駅前二丁目1番31号プレミール・マ・メゾン2 1F

博多天ぷら専門店 織田

藤枝市水上210-34

スターバックスコーヒー 藤枝高柳店

藤枝市高柳1-8-42

スターバックスコーヒー 藤枝蓮華寺池公園店

藤枝市本町1-2

スナック るいか

藤枝市駅前1丁目11-9

池めん 岡部店

藤枝市岡部町内谷641-3

居酒屋 いろはにほへと

藤枝市郡1013-2

若菜

藤枝市天王町２丁目10-2

Bivi藤枝内

店舗名称

店舗所在地

スナック＆喫茶 マリンバ

藤枝市岡出山1丁目12-1

花月 嵐 藤枝店

藤枝市青木2丁目9-7

一心

藤枝市瀬戸新屋33-5

にんじん なす とまと

藤枝市兵太夫978-17

岩久 藤枝店

藤枝市南新屋275-11

八宝園

藤枝市五十海4-13-13

中里の庄・和

藤枝市瀬戸ノ谷3768

木むら

藤枝市藤岡5-15-14

ベトナムハンモックカフェ ホアスゥア

藤枝市瀬戸ノ谷5639

株式会社 魚久

藤枝市本町2丁目6-9

カラオケスナック J

藤枝市時ケ谷480-5

利客坊 タピオカ専門店

藤枝市前島1丁目7-10

蕎麦屋八兵衛 藤枝店

藤枝市岡出山2丁目9-27

鳥郷

藤枝市下藪田376-1

Circa1888

藤枝市青木1-23-10

伝丸 藤枝小石川店

藤枝市小石川町四丁目8番25号

魚友会館

藤枝市藤枝5丁目14-12

ﬁne

藤枝市青葉町4-3-2ライフガーデン101

焼肉 緋緞

藤枝市岡出山2丁目10-8

スリーカウント

藤枝市駅前2丁目16-9青島賃貸店舗2階

たろべえじゅ

藤枝市瀬戸ノ谷12317-1

華蓮

藤枝市前島1丁目9-33

凛

藤枝市天王町3丁目2-6

たろべっち

藤枝市岡出山2-9-25

燈乃maison 藤枝店

藤枝市下藪田62

スナック パヒューム

藤枝市藤枝4丁目6-16

末広食堂

藤枝市音羽町3丁目1-10

食堂 豚勝

藤枝市高柳1丁目11-20

水月庵

藤枝市瀬古1丁目2-1

コメダ珈琲店 藤枝駅南店

藤枝市前島1-2-1オーレ藤枝1F

や台ずし 藤枝駅北口町

藤枝市駅前1-2-1シティハウスビル

コメダ珈琲店 藤枝築地店

藤枝市築地527-1

遠野

藤枝市藤岡1丁目22-15

ホルべぇ

藤枝市兵太夫531-1

すし屋の磯吉

藤枝市駅前3-3-13

葛

藤枝市駅前1丁目5-22

藤枝 はら鮨

藤枝市藤枝3丁目13-5

手打ち そば酒房 いしざわ

藤枝市田沼4丁目14-3

ドトールコーヒーショップ JR藤枝駅店

藤枝市駅前1丁目1-1

焼肉リキ

藤枝市大洲4丁目13-59

カナキン亭本舗 藤枝本店

藤枝市駅前3丁目2-17

料亭 あずさ

藤枝市稲川1-6-20

旬彩千味 かわむら

藤枝市田沼1丁目26-26

オブジェ（obje）

藤枝市駅前一丁目2-1シティハウス2F

店舗名称

店舗所在地

橙橙 藤枝店

藤枝市駅前1丁目3-2

ドイツ料理 フロイデ

藤枝市茶町2丁目5-15

蕎麦庵 まえ田

藤枝市岡部町岡部362-6

あさひな

藤枝市泉町773-1

カフェ・ド・モエ

藤枝市東町19-17

世蓮

藤枝市田沼1丁目2-13落合ビル2F

シェ サツカワ

藤枝市前島1丁目3番1号

厨人の隠れ房

藤枝市田沼1丁目19-7田辺ビル1F

やまふく

藤枝市与左衛門296-1

炭焼きレストランさわやか藤枝築地店

藤枝市築地520-1

ルプラチミ

藤枝市青南町5丁目6-36

コート・ダジュール 藤枝店

藤枝市小石川町2ｰ1ｰ23

てんとう虫パーク 藤枝店

藤枝市益津353-3 藤枝ボウル1F

clip

藤枝市駅前3丁目17-9

pub23

藤枝市駅前3丁目13-1

クラレットバーサムシング

藤枝市駅前2丁目20-25

蕎麦蔵

藤枝市駅前3丁目10-12

Club Fairy

藤枝市駅前二丁目7番3号駅前アライビル1階

有限会社 寿し幸志太支店

藤枝市志太1丁目2-8

スナック 豊子

藤枝市小石川町1丁目6-8

club09

藤枝市駅前1丁目5-22プラザワンビル3F

Forty-ﬁve

藤枝市駅前1丁目6番19号キクヤビル2階201・202

クラブ GiGi

藤枝市駅前2丁目7番27号藤井ビル1階

Bar St.Nick

藤枝市駅前2丁目6-3

あずまそ

藤枝市若王子705-2

ケンタッキーフライドチキン 藤枝店

藤枝市瀬戸新屋361-1

ダイニングバー カランコロン

藤枝市駅前1丁目3-13

大喜 藤枝店

藤枝市城南2丁目8-7

多楽福

藤枝市城南1-11-31

まぜもぜ空

藤枝市内瀬戸1385-12

玉露の里

藤枝市岡部町新舟1214-3

丸源ラーメン藤枝店

藤枝市水守1丁目8-14

炭火 ふらっto

藤枝市駅前1-4-6

とんかつ 小山

藤枝市上藪田112-5

ヤマメの里梅園

藤枝市滝沢字宝明石3152-12

花と蝶

藤枝市藤枝4丁目6-16

居酒屋なつめ

藤枝市駅前2丁目6-13

ラ パピージェ

藤枝市若王子1丁目2-19

SKAT

藤枝市駅前1-7-27キシモトビル2 2B

焼肉きんぐ 藤枝店

藤枝市内瀬戸142-3

ゆず庵 藤枝店

藤枝市益津352-1

お好み焼本舗 藤枝店

藤枝市駅前2-18-10

呑み家 鼓童～こわっぱ～

藤枝市駅前1-8-5

五味八珍 藤枝店

藤枝市築地515－1

店舗名称

店舗所在地

山内屋

藤枝市藤枝1丁目5-3

QUEEN BEE

藤枝市本町2丁目8-40セリーズビル102号

夢さくら

藤枝市本町1丁目6-11

新東名藤枝PA上り線 麺処藤笑

藤枝市中ノ合字衣原616-2-1

新東名藤枝PA上り線 旅籠や十兵衛

藤枝市中ノ合字衣原616-2-1

蕎麦工房玄庵

藤枝市高洲32の32

＆suger＋南瓜

藤枝市駅前1丁目7-27

ぶらり

藤枝市大新島287

うなぎや

藤枝市横内163

台所屋 花吉

藤枝市青木1丁目-11-4

台所屋 一軒目

藤枝市駅前1丁目2-5

丸亀製麺藤枝

藤枝市田沼2丁目29-26

細島屋藤枝店

藤枝市谷稲葉122-1

パブ ヴァイオレット

藤枝市瀬戸新屋171-1

ひょうたん 藤枝店

藤枝市駅前2丁目8-1

祇園寿司

藤枝市青葉町2丁目17-41

ステーキハウス成しま

藤枝市立花2丁目1-8

jackall

藤枝市駅前1丁目6番19号キクヤビル102

珊瑚礁

藤枝市駅前1-5-22

E→F CURRY 藤枝高柳店

藤枝市高柳2丁目6-40

E→F CURRY 蓮華寺池店

藤枝市若王子一丁目145番1

森下そば店

藤枝市茶町4丁目19-1

モスバーガー 水守店

藤枝市水守1丁目8-9

cafe Tea Tree

藤枝市下青島1040-1

まいどおおきに藤枝志太食堂

藤枝市青木2丁目14-14

チャイナキッチンあすか

藤枝市音羽町2丁目14-23

みどり寿司

藤枝市郡1丁目7-24

玉露の里（瓢月亭）

藤枝市岡部町新舟976-1

す五六

藤枝市小石川町2－14－10

ピスタチオ。

藤枝市岡出山1丁目14-28

居酒屋 一文

藤枝市岡部町内谷914-1

クレセント

藤枝市田沼3丁目6-16

エピスリー芒種

藤枝市駅前3丁目18-1渋谷ビルB

十月

藤枝市藤枝4-6-16プラム千歳201

なか川酒場

藤枝市茶町1丁目12-17

喫茶 葦

藤枝市天王町2丁目3-36

よし美1961

藤枝市駅前1丁目2-1 シティハウス1階南側

カレーハウスCoCo壱番屋 藤枝国一店

藤枝市青木2-9-22

新中華 華花

藤枝市田沼1丁目15-6

アバンティ

藤枝市駅前2丁目7-10鈴掛ビル2F

リオ

藤枝市藤枝5丁目7番40号

勝富 藤枝店

藤枝市小石川町1丁目2-7

米米倶楽部

藤枝市藤岡1丁目22-13

いろ榮

藤枝市駅前1-7-21

店舗名称

店舗所在地

ベーカリーキッチン こむぎ

藤枝市大洲5-3-16

慶長

藤枝市瀬古2丁目22番11号

支那そば処 麦

藤枝市田中3-6-10

Blue

藤枝市駅前1-9-13

Coo

藤枝市駅前一丁目10番6号キシモトビル2階

らぁ麺屋 まるみ

藤枝市高洲53-17

中華料理 福盛

藤枝市瀬古2-23-2

Lounge Moonstar

藤枝市駅前3丁目4番1号2F

おもひで横丁藤枝市場～

藤枝市駅前2-8-2沖ビル1F

808FACTORY CAFE

藤枝市前島1丁目3番1号

みんなの時間

藤枝市本町2丁目4-4

焼肉ホルモン酒場1129

藤枝市駅前1-7-9外

居酒屋 衛門

藤枝市田沼3丁目6-15

酒彩厨房 玄

藤枝市駅前1丁目9-1

酒処 KOZOU

藤枝市駅前1丁目6-19

moheji

藤枝市駅前1丁目7-25増尾ビル1F

ルーファス

藤枝市小石川町1丁目7-34

フジエダバル シン

藤枝市駅前1丁目4-7堀内ビル2F

TRESSE

藤枝市駅前2丁目7-25

安兵衛

藤枝市田沼1丁目20-2

くら

藤枝市平島208-1

Bar & Restaurant MIX

藤枝市駅前2丁目8番4号キュートタウン2F

ユー（YOU）

藤枝市藤枝3丁目3-28

白馬

藤枝市駅前二丁目5番地2号正樹ビル1階東号

呑み喰い処 さとう

藤枝市田沼3丁目6-2

すなっく あい

藤枝市本町3丁目5-4

串げん

藤枝市兵太夫1039-1

御食事処まめ

藤枝市善左衛門1-18-24

おふくろの味 ひらい

藤枝市駅前3丁目8-14

SELECT GARDEN

藤枝市駅前2-7-10

あきば

藤枝市仮宿1683-1

手づくりの人人

藤枝市岡部町岡部116-9

田毎

藤枝市大手1丁目3-7

アスカ

藤枝市大西町3丁目20-12

扇子藤枝店

藤枝市駅前1-6-29マル万ビル2F

HULA CAFE

藤枝市駅前1丁目12-10エローラ1F

Lieben rosa

藤枝市青木2丁目35-30小杉苑1階

泉屋

藤枝市駅前1丁目3-5

居酒屋 丸味

藤枝市本町2丁目8-40

やきとり家すみれ 藤枝店

藤枝市前島2-1-43フェリス 1階

MATCH BOX

藤枝市藤枝3丁目4-18

鈴蘭

藤枝市駅前3丁目8-15

善蔵

藤枝市田沼1丁目3-17

ローゼ

藤枝市前島1丁目7-50ライト＆シャディ1F

店舗名称

店舗所在地

くずし懐石 はなせ

藤枝市前島1丁目10-17

食処 あじろ

藤枝市築地883-2

くいもの屋わん藤枝駅南店

藤枝市田沼1丁目2-16 岡本ビル 2F

魚時会館おさかな亭

藤枝市駅前2丁目7-2

肉匠坂井藤枝店

藤枝市築地1-6-28

スナックたんぽぽ

藤枝市本町2丁目6-5

阿同珈琲店

藤枝市音羽町3丁目1-8

珈路

藤枝市瀬戸新屋171の1

モスバーガー藤枝店

藤枝市青葉町5丁目1-25

百の木

藤枝市仮宿1312-6

コモレビ

藤枝市駅前2-12-16

支那そば しげもと

藤枝市若王子1-2-34

居酒屋ぺちゃくちゃ

藤枝市駅前3丁目2-13

こぐま

藤枝市駅前3丁目13-1テナント北島B号室

花いちもんめ

藤枝市田沼2丁目22－21

愛花

藤枝市本町2丁目8-40セリーズビル1F

中国料理 芳蘭

藤枝市駅前1丁目7-13

天丼・天ぷらの店 ゆづ

藤枝市築地一丁目8番1号

志太豊

藤枝市志太4丁目3の18

CAFE BAR 椛

藤枝市岡出山1丁目7-15パクーサイドA号

御食事処 弁慶

藤枝市高柳4丁目10-20

押切みっちゃん

藤枝市下藪田141-2

ぺんたつ

藤枝市横内988-1

中華居酒屋 ポッコリ

藤枝市駅前3丁目11-29北島第3ビル1階

うた笑もん

藤枝市田沼3丁目8-1

BBQハウス シャンパーラー

藤枝市岡部町玉取1095-5

Cafe to 木造香舎

藤枝市兵太夫188-1

喫茶タイム

藤枝市駅前1丁目2-3

大村庵

藤枝市青木1丁目3-25

株式会社とうそん藤枝店

藤枝市田沼2丁目22-15

SOBA笑

藤枝市東町10-25

居酒屋 葵

藤枝市田沼1丁目2-13駅南落合ビル201号室

すたんど割烹藤吉郎

藤枝市駅前3丁目19-21

レザンドォール

藤枝市田沼1丁目5-27田代Part101-1

パブチャンス

藤枝市大洲1丁目6-25

くら寿司 藤枝水守店

藤枝市水守1丁目15番地の11

ダイドコバル

藤枝市田沼1丁目3-26青木ビル3F

寿し宏

藤枝市岡出山1-2-29

居酒屋 Go-Bow ごぼう。

藤枝市駅前2丁目7-25

喫茶の坩堝

藤枝市五十海1-4-7

あさはら

藤枝市藤枝1丁目3-8

TSUDOI

藤枝市駅前1丁目11-21

瀬戸谷温泉 ゆらく

藤枝市本郷5437

日本料理 杉茶寮

藤枝市青木2丁目35-30

店舗名称

店舗所在地

和喰感 味杉

藤枝市駅前1丁目9-6

ファミリー民宿朝比奈

藤枝市岡部町宮島388-1

うなぎ あおち

藤枝市駅前3丁目9-18

OKEIKO cafe

藤枝市藤枝1丁目3-7

酒楽菜祭

藤枝市駅前2丁目20-25

サンクチュアリ

藤枝市前島2-6-6 1F

レストランクレソン

藤枝市五十海2丁目4-15

旬菜 玄人

藤枝市岡部町三輪646-10

ダイニングバー A

藤枝市駅前2丁目8-10富山ビル2階

Trattoria Umbellata

藤枝市田沼1-17-1 シャインプラザ１A

そば処 山善

藤枝市兵太夫626の2

マチルダバーガー フジエダウッシーナ

藤枝市前島2丁目1-5村田ビル1F東

居酒屋 JIRO

藤枝市前島2丁目1-5村田ビルB

コモエスタ

藤枝市善左衛門3丁目4-3

味鶴園

藤枝市内瀬戸554-5

吉野家 藤枝小石川店

藤枝市小石川町1-6-19

戸隠そば

藤枝市岡出山3-1-3

EDEN

藤枝市駅前2丁目8-4キュートタウン2F

食道園

藤枝市藤枝5丁目10-11

小川商店

藤枝市青葉町4-3-2ライフガーデン102号

居酒屋入口屋

藤枝市下之郷1293-13

くぼい

藤枝市滝沢2-3

ラウンジ水樹

藤枝市駅前2丁目7-23琢磨ビル2階

芙洋

藤枝市駅前2丁目8-1

そば食事処 さんし

藤枝市上青島666-1

いただき屋

藤枝市田沼1丁目5-27

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【牧之原市】
店舗名称

店舗所在地

ふくろ茶や

牧之原市東萩間972

磯料理処 万寿田

牧之原市須々木2611

焼肉のかねまる静波店

牧之原市静波1726-1

呑み喰い処まつばえ

牧之原市波津1-35

きよ寿司

牧之原市新庄1217-6

むぎわらぼうし（海の家）

牧之原市相良海岸

スナック じゅん

牧之原市大沢567-1

宴会場 池田屋

牧之原市大沢528-12

食事処 池田屋

牧之原市大沢607-4

居酒屋のんき

牧之原市大沢606-1

ココス静波店

牧之原市静波字境の堀1701-6

トマトハウス

牧之原市相良69番地2

うな雄

牧之原市細江550-2

四季彩 新

牧之原市新庄2333-16

This Is Cafe 静岡空港店

牧之原市坂口3336-4空港２F

HAZ BEER STAND

牧之原市波津1213-1

Full Moon Crepe by みっくす

牧之原市須々木2701-13

船元の宿大漁苑

牧之原市落居451-21

カフェレストランT＆T

牧之原市静波2270-4

神徳

牧之原市新庄748-1

居酒屋 さっちゃん

牧之原市静波1335-1

居酒屋はる

牧之原市静波348

だれでも未来食堂

牧之原市片浜1216-1

イザック なっちゃん

牧之原市細江2029

クラブ ジュリアナジェーン

牧之原市静波2221番地236

クラブ 彩人

牧之原市静波1750番地の15

クラブ レビュー

牧之原市静波1750-15

清水港海山 富士山静岡空港店

牧之原市坂口３３３６－４富士山静岡空港３Ｆ

くじらのせなか

牧之原市静波1714-4

博多ラーメン 池めん

牧之原市細江945-1

株式会社高柳製茶

牧之原市勝田2310-4

台湾料理 盛龍

牧之原市波津3-23

I.D. kitchen

牧之原市静波前浜2220 SURF STADIUM SHIZUNAMI2F

レストランハーク

牧之原市相良252-2

CHARM

牧之原市波津2-43

磯の宿 田沼

牧之原市相良263-179

わらじ

牧之原市波津1丁目30-10

かつさと牧之原店

牧之原市細江2137-1

居酒屋スナック 木まち

牧之原市新庄1217-13

東名牧之原SA上り店 茶山亭

牧之原市静谷2559-3

東名牧之原SA上り店

牧之原市静谷2559-3

ムーンライト

牧之原市静波2219-252

店舗名称

店舗所在地

手打ち蕎麦処 門膳

牧之原市片浜1033

えぼし

牧之原市細江302-1

BAR STOMP

牧之原市静波2025ｰ1

しょんないら

牧之原市相良227-2

Re家

牧之原市落居1572-1

宝明楼

牧之原市相良277-2

おばたや

牧之原市波津438

寿亭

牧之原市相良350

サライ

牧之原市大沢1丁目75番地

有限会社 料理旅館わかき家

牧之原市静波329

Higher Ground Camping

牧之原市静波2220-59

いけそば

牧之原市女神26-12

友鶴

牧之原市細江1912-2

牧之原サービスエリア下り線 フードコート おふくろ亭

牧之原市静谷字本谷原2545-34

コメダ珈琲店 牧之原店

牧之原市細江1347-1

和ダイニングすけろく

牧之原市波津1-6

スナック リ・アン

牧之原市静波1335番地1

和食処 磯駒

牧之原市静波2165-4

金時

牧之原市細江573-1

cafe Hmong

牧之原市大沢135-42

スナック イルカ

牧之原市波津2丁目43

居酒屋あじさい

牧之原市静波1703-9

ケンタッキーフライドチキン 榛原店

牧之原市細江字下り条2146-1

居酒屋つま恋

牧之原市静波1707の7

笑勝

牧之原市大沢1丁目17ノースアベニュー102

ジャルディーノ

牧之原市大沢1-17-105

レストラン Etsuna(エツナ)

牧之原市松本426-2

ACE

牧之原市静波2216-24ゴールドビル2階

Black Jack

牧之原市細江190-21

洋食屋 アントレー

牧之原市静波784-1

寿し 喜楽 牧之原

牧之原市地頭方929-4

居酒屋 みなみ（笑処）

牧之原市細江6248-15

内藤園

牧之原市静波2270-11

富久

牧之原市坂部2720-1

うおとも

牧之原市地頭方1581-50

居酒屋 花まる

牧之原市波津1-20

The Roxy

牧之原市静波2216番地24ゴールドビル101

大栄館

牧之原市相良333-2-4

池田屋酒店

牧之原市波津724

民宿 旨いもん処 もりまさ

牧之原市片浜3380-378

はちぼし

牧之原市静波3114-1

麺屋たいちゃん

牧之原市静波1994-1

松徳庵

牧之原市静波2267-27

よしみや

牧之原市波津424の4

店舗名称

店舗所在地

相良亭

牧之原市相良229-10

よし村

牧之原市静波370-16

ブルートレイン

牧之原市波津1615

酒味歌こっこ

牧之原市波津626-1

Pコック

牧之原市地頭方252-6

ラウンジ 華蓮

牧之原市波津237番地6

ラーメン樹

牧之原市相良219-1

Bar coeur

牧之原市大沢1-73

うを吉

牧之原市東萩間1942-28

食堂かつ美

牧之原市波津1丁目41-4

さかえ家

牧之原市細江2858-4

パブ 葦

牧之原市静波西5丁目2216-1-4

海舟

牧之原市波津1-108

ふじのくに 空のしおり -3776-

牧之原市坂口3336番地4

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【吉田町】
店舗名称

店舗所在地

焼肉きんぐ 吉田店

榛原郡吉田町住吉1281-2

ulu

榛原郡吉田町神戸1673-9

ガスト 榛原吉田町店

榛原郡吉田町住吉759-1

63

榛原郡吉田町片岡1039番地の1

カネイチ（うなぎ）

榛原郡吉田町川尻945

ラーメン旗っさし家 吉田店

榛原郡吉田町片岡215-1

居酒屋 さくら

榛原郡吉田町住吉668-3

スナック リン

榛原郡吉田町住吉367ー9

居酒屋 年輪

榛原郡吉田町住吉3054-2

和み

榛原郡吉田町片岡2202-1

台湾料理 龍華

榛原郡吉田町住吉701-5

居酒屋「みづかみ」

榛原郡吉田町住吉52-1 102

金泉軒

榛原郡吉田町住吉5431-126

SHWE YOE YAR

榛原郡吉田町片岡1936

せんだん

榛原郡吉田町神戸707番地の2

マルケイ松本酒店

榛原郡吉田町川尻2201-1

飲み処 輝

榛原郡吉田町片岡1039-1

インド料理ガンジス川

榛原郡吉田町住吉710－1

楽彩

榛原郡吉田町神戸2301-16

つみ木

榛原郡吉田町住吉693-1

ONE SHOT PHILIPPINE STORE

榛原郡吉田町川尻1411-9

シヴァのカレー

榛原郡吉田町住吉668-4

和風居酒屋 隠れ家

榛原郡吉田町川尻3047-3

レストハウス あんず

榛原郡吉田町住吉798-1

魚金寿司

榛原郡吉田町川尻38-2

カフェレストラン Ai

榛原郡吉田町住吉716-1

集い処 柾

榛原郡吉田町大幡1180-1

カフェ. ライム

榛原郡吉田町住吉1896-1

きまぐれおいちご

榛原郡吉田町片岡384-1

正太

榛原郡吉田町神戸2192-1

スナック リング

榛原郡吉田町住吉705-2

中華料理王府

榛原郡吉田町神戸63-1

にぎりの徳兵衛 吉田店

榛原郡吉田町住吉字元森1276-7

寿し幸

榛原郡吉田町川尻2667-1

ハーブバーン

榛原郡吉田町住吉5436-113

アイランド21

榛原郡吉田町住吉2899-1

友鶴酒店

榛原郡吉田町住吉2815

スナック えんか

榛原郡吉田町住吉3727-1

海幸

榛原郡吉田町住吉5435番地の30

ヤマジョウ松本酒店

榛原郡吉田町川尻1683

炭焼きレストランさわやか吉田店

榛原郡吉田町住吉696-1

喜酔

榛原郡吉田町片岡639-7

店舗名称

店舗所在地

萬年屋

榛原郡吉田町神戸2189-1

間渕商店 居酒屋まぶちゃん

榛原郡吉田町神戸1639-19

蛍

榛原郡吉田町住吉2297-12

田村酒店

榛原郡吉田町住吉2927-4

kukka

榛原郡吉田町住吉3706-2

磯路

榛原郡吉田町住吉5436-638

はるよし

榛原郡吉田町住吉789番地の1

庖丁処 直

榛原郡吉田町住吉3668-1

吉田屋

榛原郡吉田町川尻1392

いそじ

榛原郡吉田町片岡2091-1

八木秀

榛原郡吉田町片岡2201-1

和食厨房 すずけん

榛原郡吉田町住吉2609

味茂食堂

榛原郡吉田町片岡3074-1

カナキン亭本舗 吉田店

榛原郡吉田町住吉2191-9

居食処 光

榛原郡吉田町川尻320高岡アパート1F

ナイトレディー

榛原郡吉田町住吉1389-1

五味八珍 吉田店

榛原郡吉田町住吉1167-4

鮨いけ八

榛原郡吉田町川尻270-12

喰処ばぁ 幸

榛原郡吉田町住吉3566-2

居酒屋海

榛原郡吉田町片岡22-1

JOKER

榛原郡吉田町住吉705-2

カラオケスナック ハピネス

榛原郡吉田町住吉701-5住吉貸店舗1階

有限会社 竹邑

榛原郡吉田町住吉40-1

テナム

榛原郡吉田町住吉字京田1388

かっぱ寿司吉田店

榛原郡吉田町住吉1271-1

焼肉テラスはる

榛原郡吉田町片岡1540-8

夢佳

榛原郡吉田町神戸1961番地の4

初音

榛原郡吉田町片岡1541番地の9

鈴木酒店

榛原郡吉田町住吉1847

カラオケ ドリーム

榛原郡吉田町住吉705-2

ピッツァ・イオーラ

榛原郡吉田町片岡1663

田吉庵

榛原郡吉田町神戸1523-9

club LOVE

榛原郡吉田町住吉668番地の4静良開発株式会社貸店舗A-2

居酒屋 祭

榛原郡吉田町大幡1524-2

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【川根本町】
店舗名称

店舗所在地

千頭駅売店

榛原郡川根本町千頭1216-5

レストハウス千頭

榛原郡川根本町千頭1216の5

folkknotcafeSTIR

榛原郡川根本町千頭1216-21

KANATA COFFEE

榛原郡川根本町元藤川219番3

紅竹食堂

榛原郡川根本町千頭352

ウッドハウスおろくぼ

榛原郡川根本町水川866-5

時之栖もりのくに（しらさわ）

榛原郡川根本町奥泉840-1

和彩食堂 あけぼの

榛原郡川根本町上長尾842-4

まつ

榛原郡川根本町千頭1176-1-1

ゆる宿 Voketto

榛原郡川根本町青部703

ノハル草源

榛原郡川根本町千頭1199

居酒屋 堀

榛原郡川根本町地名159

かっぱ居酒屋

榛原郡川根本町東藤川943-2

不動の滝自然広場オートキャンプ場

榛原郡川根本町下泉1122

まつや

榛原郡川根本町地名351番地

RONNOBAR

榛原郡川根本町上長尾272-1

紅ちゃん

榛原郡川根本町徳山568

CAFE CALLING

榛原郡川根本町千頭1217-2道の駅「奥大井音戯の郷」

山本屋旅館

榛原郡川根本町東藤川702-1

