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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 【熱海市】
店舗名称

店舗所在地

Yakiniku&CraftBeer 田

熱海市中央町1-5 水梅ビル1F

焼肉レストラン 秘苑

熱海市銀座町8-18

貴美の浜焼き

熱海市和田浜南町9-24

だるま

熱海市田原本町7-5

磯料理・海辺の湯の宿 平鶴

熱海市下多賀493

クレッセント

熱海市田原本町1-8野村ビル1階

吉茶 松濤館

熱海市熱海1993-158

スナック 横恋慕

熱海市下多賀434-1 山田ビル1F

喜撰

熱海市中央町4-3

お食事処 さくら

熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル地下1階B-102

あたみ食堂 石廊庵

熱海市渚町15-1

二條新町そばの坊

熱海市桃山町26-2

お肴野郎 清介

熱海市銀座町8-9

LEONE9

熱海市田原本町2-11 マリーンライフ201

フォレストカフェ

熱海市上多賀1066-1

でん助茶屋

熱海市東海岸町14-66

三愛

熱海市清水町6-6

四季倶楽部 熱海青青荘

熱海市西山町18-6

四季倶楽部 シオン熱海

熱海市小嵐町9-17

四季倶楽部 熱海望洋館

熱海市桃山町8-27

クラブメルヘン ザ ウェイブス

熱海市銀座町3-4地下1階東側

クラブ メルヘン アラスカ店

熱海市銀座町４-５

海幸楽膳 釜つる

熱海市銀座町10-11

食事処ふくや

熱海市田原本町1-5

Libertas

熱海市銀座町10-16 KONビル2F

点心専門店KINOMIYA

熱海市福道町3-24-101

有限会社 寿し忠

熱海市銀座町7-11

和可奈寿し

熱海市渚町15-6

てんぷら鶴吉

熱海市中央町11-1

イタリアンレストランMON

熱海市渚町7-15

ATAMICANA

熱海市咲見町4-38川口ビル1F

Marie's Kitchen

熱海市紅葉ガ丘町9-70

有限会社 そば処多賀屋

熱海市上多賀798

カフェプランタン

熱海市田原本町6-5 2階

麺匠 うえ田

熱海市渚町8-1

呑み処 市秀

熱海市福道町3-24来宮神田ビル102

シーシャのお店

Shisha cafe KEDI

熱海市咲見町4-33 桜井ビル102

Le Proust MIURA

熱海市西熱海町1-19-43

デジキューBBQテラス ラスカ 熱海店

熱海市田原本町11－1 ラスカ熱海RF

ジャケット

熱海市中央町7-12

ロクスケ

熱海市桜町20-6

ラピスラズリ

熱海市中央町6-1

店舗名称

店舗所在地

熱海H aco-cafe

熱海市田原本町3-4-5F

中華飯店大一樓

熱海市中央町4-2

ブルーナインカフェ

熱海市東海岸町4-11-2F

CLUB Ocean

熱海市中央町10-9 三楽ビル1F

ミスティ

熱海市中央町 10-21

すし処 美旨

熱海市昭和町13-1山田ビル1階

食事処祇園

熱海市田原本町5-5

魚ごころ季魚喜人

熱海市清水町1-5NSビル3F

クックランド 熱海

熱海市東海岸町14-26

SHASHAP

熱海市渚町11-1

アロマフレスカ 熱海林が丘

熱海市林ガ丘町4-8

ちゅうしんの蔵

熱海市清水町4-16 SJビル1F

和-dining おやじの蔵

熱海市渚町7-1

Sunrise Cafe

熱海市渚町18-7さんかふぇ

豆杏cafe

熱海市泉240-303

熱海美虎本店

熱海市中央町16-3青木店舗ビル

妙樂湯

熱海市下多賀1118-7

おまぜ

熱海市田原本町3-15加納ビル1F

日本一！下田の金目鯛専門店 きんめ丸

熱海市銀座町4-11グリーンビル1F

焼肉とんがらし

熱海市下多賀9-8ホーユーシーサイドパレス２０１

ガスト 網代店

熱海市下多賀556-1

一番軒

熱海市銀座町1-19

手打ちそば泉八

熱海市田原本町３-８

千寿ラーメン

熱海市渚町20-15

MARUYA Terrace

熱海市銀座町7-8 1F

ラーメン大地

熱海市下多賀903-12ムラサキビル1F

パブ笑福

熱海市中央町3-14友楽ビル202号

手打ち蕎麦飯山

熱海市田原本町1-11

Casual Y's Bar KING

熱海市中央町11-26セキホウ第一ビル201

Le palais あたみバール

熱海市渚町15-3

TOPANGA

熱海市下多賀1401-13

スナックあた美

熱海市銀座町7-1

スナック鶴の舞

熱海市下多賀493

モスバーガー熱海下多賀店

熱海市下多賀1377

宝亭

熱海市銀座町5-10

レストランクレール

熱海市渚町1-1

合資会社杉本薬局

熱海市銀座町10-18

クラブPOLARIS

熱海市銀座町7-6

山洋水産

熱海市銀座町8ー11

うなぎ処 館

熱海市上多賀959-4

博龍

熱海市下多賀1413-14

やきにくやさん熱海店

熱海市下多賀569の1

BYBLOS

熱海市中央町14-19山崎ビル1階

呑み処伊呂波家

熱海市清水町3-17山田ビル1F

店舗名称

店舗所在地

吾妻

熱海市渚町15-5

憩い処

熱海市泉107

レストラン瀬音

熱海市泉107

うな重

熱海市田原本町2-7 1階

マニファトゥーラ

熱海市田原本町7-2

カフェ エフェメラ

熱海市泉109-22

パシャ・アゲイン

熱海市中央町10-15ニューオオマツビル1階1B

角野芋造

熱海市東海岸町3-25

アリランホットドック熱海店

熱海市銀座町8-3（1階店舗）

サンズベイ

熱海市中央町10-7和田ビル2階

ハイボールBAR 山洋水産

熱海市銀座町7-14

海鮮市場 漁屋

熱海市咲見町12-7

熱海 鉄板焼ゑびす屋

熱海市中央町12-5

伊太利an

熱海市中央町7-6

ごっつお屋まーる

熱海市銀座町9-12中丸ビル2階

ごっつお屋まーる

熱海市銀座町9-12

食事処 なかの 2

熱海市初島217-14

熱海山口美術館

熱海市渚町24-1

スナックゆき

熱海市中央町14-3第一富岡ビル１F

熱海鉄板焼ゑびす屋

熱海市田原本町5-13

伊豆太郎 ラスカ熱海店

熱海市田原本町11-1ラスカ熱海3F

伊豆中ばんばん食堂 ラスカ熱海店

熱海市田原本町11-1ラスカ熱海3Ｆ

ルナ

熱海市田原本町8-12

レストラン 米久

熱海市昭和町13-18

Moon

熱海市清水町4-7岩城ビル1階

スナック シュン

熱海市渚町15-12 川長ビル1F

福ヤ熱海店

熱海市銀座町10-16

居酒屋 伊八

熱海市中央町3-10

Choud La mer

熱海市中央町14-3富岡第一ビル1F

浜の家

熱海市初島211

居酒屋 平ちゃん

熱海市渚町10-9 菊川会館1F

焼肉レストラン 南海苑

熱海市渚町12－7

茶寮 報鼓

熱海市西山町43-1

ひとやすみ

熱海市中央町6-11中央町古屋ビル

牛タン いち江

熱海市中央町10-10 1F

山木旅館

熱海市中央町14-9

スナック百万ドル

熱海市清水町5-5丸源 59ビル117号室

パン樹 久遠

熱海市田原本町7-3

京好み 嵐山

熱海市渚町19-16メゾン・ド・渚101

居酒屋こころ

熱海市昭和町13-23ニューマリモビル1F

笑笑熱海駅前店

熱海市田原本町8-6ハローズ熱海ビル2階

ぶん太

熱海市中央町10-2中村ビル1F

スナック久乃

熱海市中央町15-4セカンド冨岡ビル1階

鶴亀

熱海市中央町9-5

店舗名称

店舗所在地

BAR La tercero Taketomi

熱海市咲見町7-31ユニオンビル103号

レストラン春陽亭

熱海市泉270-2

新時 天煌

熱海市下多賀434-1ニュータバラビル1F

魚民熱海駅前店

熱海市春日町2-5松坂ビル 1階2階

カラオケ 花音

熱海市清水町14-3

田園

熱海市渚町12-5

おさむ商店

熱海市東海岸町14-3

串焼柿右衛門

熱海市銀座町5－4柿右衛門ビル1階

やきとり ひで

熱海市中央町18-2京美堂ビル 1F

割烹 むらこし

熱海市渚町5-4大館ビル1Ｆ

民宿いなほ

熱海市上多賀231

おっぽっ家

熱海市中央町6-2花本ビルB1

そば処加賀

熱海市泉216

ホテルサンミ倶楽部 クラブシースカイ

熱海市和田浜南町5-8 10階

昭和倶楽部

熱海市昭和町17-31

サンミ倶楽部

熱海市和田浜南町5-8

スナック 淳子

熱海市中央町10-13坂本ビル1階

UMITO VOYAGE ATAMI

熱海市上多賀1027-79

サントリーホワイトハウス

熱海市渚町10-1

韓国パブ 釜山

熱海市中央町11-20 1F

熱海美虎ラーメン・シュウマイ

熱海市田原本町2-11サンマリーン203

トスカーナ みはらし壮

熱海市小嵐町8-45

ジャズクラブ A

熱海市銀座町5-4柿右衛門ビル2階

くるまやラーメン熱海多賀店

熱海市下多賀1401-24

やすい

熱海市銀座町4-14平澤ビル1F

シーサイドカフェ ライスボール

熱海市渚町15-12川長ビル1F

藍花

熱海市田原本町7-6

熱海でX.O.X.O.

熱海市中央町11-20青木ビル202

スナック キュウティー

熱海市中央町10-2中村ビル1階

bar FRA

熱海市中央町14-20

せり

熱海市中央町9-3

まる給

熱海市田原本町9-1第一ビル1F

cafe&bar ennova

熱海市春日町15-40山武ビル1F

海鮮レストラン チップ

熱海市田原本町9-1第一ビル2F

月世界

熱海市中央町10-15 ニューオーマツビル2階2B

スナック CAROL

熱海市中央町11-20青木ビル2F

スナック ヤマちゃん

熱海市中央町10-7沢口ビルB1

Merienda

熱海市田原本町3-22

あいば

熱海市下多賀455

喰い焼処 我旬

熱海市田原本町3-6

BON

熱海市泉35

コーヒーハウス 茶々

熱海市清水町11-11

みのやホテル

熱海市和田浜南町7-12

Cafe アンシャンテ

熱海市咲見町3-16瀧野ビル1F

店舗名称

店舗所在地

みやこ荘

熱海市下多賀1480

蕎麦・カフェ 三加和

熱海市上多賀125-1

伊豆料理まきた

熱海市下多賀1374-43

Vajra バサラ

熱海市咲見町12-11斧ビル1階

柿乃木

熱海市上宿町1-25

そうめん次郎

熱海市田原本町9-1第1ビル地下

リブマックス熱海シーフロント レストラン

熱海市渚町14-12

そうめん次郎 空Qoo

熱海市清水町16-8

LiVEMAX RESORT 熱海Ocean

熱海市渚町22-8

蓬

熱海市清水町12-5

priya

熱海市中央町4-15野田屋ビル3F

ルージュ アフター５

熱海市清水町5-5丸源59ビル124号

やまもと

熱海市銀座町10-16

スナック ジェイ

熱海市渚町17-16清月ビル1F

囲炉茶屋

熱海市田原本町2-6

翠々

熱海市田原本町2-5サクライビル2階

ザ・タージ

熱海市中央町4-19熱海若林中央ビル1F

ザ・タージ

熱海市上多賀980-1シャトーテル赤根崎7F

スナックしゃるまん

熱海市伊豆山579-37浜会館ビル1階

KKRホテル熱海レストランランコントル

熱海市春日町7-39 1階

Muddy Cat

熱海市和田町13-8 1F

ラウンジmasuo

熱海市東海岸町1-2 1階

食事処くいしんぼう

熱海市中央町4-10

杉養蜂園熱海店

熱海市田原本町6-5

古民家カフェ haru.

熱海市桜木町11-3

フォロロマーロ

熱海市中央町9-3藤間ビル2階

ローザロッソ

熱海市伊豆山986-22

磯料理みやした

熱海市初島217-7

うまい鮨勘 熱海支店

熱海市中央町1-2

うたと酒の駅

熱海市和田町13-2

熱海芸術座

熱海市福道町1-18

栢の森

熱海市泉412-173

とき

熱海市昭和町22-20

味里熱海店

熱海市銀座町7-12

伊豆半島合同会社

熱海市咲見町7-33ユニオンビル1F

五色の杜

熱海市西山町43-1

常盤木羊羹店 茶房陣

熱海市銀座町9-13

五味八珍 ラスカ熱海店

熱海市田原本町11-1ラスカ熱海3F

笑ぎょ

熱海市網代55-8

八木鳥屋

熱海市下多賀1424-2

ライヴ・スナック キッス

熱海市中央町10-7沢口ビルB1

杏樹

熱海市銀座町3-13リバーサイドビル2F

美原屋 楽

熱海市下多賀137-4

熱海銀座おさかな食堂

熱海市銀座町8-8

店舗名称

店舗所在地

熱海渚町おさかな丼屋ビストロ

熱海市渚町5-1大舘呉服店ビル1階

ジョナサン 熱海店

熱海市上宿町18-10

夢CLUB Open Heart

熱海市咲見町1-15岩本ビル地下1階

やまぼうし

熱海市伊豆山1021

REFS

熱海市咲見町7-29

海鮮丼とくぞう 熱海駅前店

熱海市田原本町4-8

ジョナサン 熱海サンビーチ

熱海市渚町2-5

台湾料理 昇龍

熱海市咲見町3-12

スナック イヴ

熱海市渚町19-16

甲

熱海市伊豆山508-1

すなっく まみ

熱海市渚町18-7 1F

ひょうたん

熱海市渚町16-4

こふく

熱海市中央町10ｰ2

ノンノン

熱海市上多賀764-25 野田マンション 1F

富其代亭

熱海市中央町10-6

KICHI+

熱海市田原本町6-11

CAFE KICHI

熱海市田原本町5-9

秀花園 湯の花膳

熱海市和田浜南町7-13

atami stand

熱海市銀座町5-5銀座ビル2F茶扉

バルバルATAMI

熱海市咲見町7-48咲見ハイツ101号

温泉つけ麺維新熱海本店

熱海市田原本町9-1熱海第1ビル地下1階

居酒屋いと川

熱海市中央町10-2中村ビル1F

ひさ花

熱海市中央町11-2

来宮久遠

熱海市福道町3-16

山本

熱海市初島201-2

スナック 梓

熱海市清水町4-3松井ビル1階

圓

熱海市泉7

食堂 まさる

熱海市渚町13-5

炭火焼肉 瓢箪屋

熱海市銀座町4-9

めし処でん助

熱海市海光町1番5号熱海クリフサイド

パスタ屋 一丁目

熱海市田原本町11-1ラスカ熱海3F

むさしや

熱海市桜町6-16

中華点心 天天

熱海市昭和町1-3小林ビル

どろめ 熱海駅前店

熱海市田原本町3-17

さくら

熱海市熱海1993-250ホテルニューアカオ内

スナック 奏漣

熱海市銀座町4-11グリーンビル102号室

はんぺん

熱海市桃山町15-18

サロンド フォンテーヌブロー

熱海市中央町15-4 セカンド富岡ビル1F

和食処 天匠

熱海市清水町4-16 SJビル1階

湯宿みかんの木

熱海市東海岸町1-11

味里

熱海市網代627-208

ローズマリー

熱海市昭和町22-22小松ビル101

新時の家

熱海市下多賀134-1

漁師屋 大次郎丸

熱海市下多賀434-1ニュータバラビル1F

店舗名称

店舗所在地

熱海玉の湯ホテル「クラブシャイン」

熱海市渚町26-11

そば悦

熱海市桜町14-2

あたみ まぐろや

熱海市田原本町9-1第一ビルB1

大屋

熱海市初島208

坂下

熱海市初島216

すみ

熱海市初島217-7

飲み処・歌い処 純

熱海市中央町15-4セカンド富岡ビル1F

松福

熱海市上多賀133-1

ホテルかつら

熱海市東海岸町3-23

来運時

熱海市銀座町2-12平澤ビル1階102

テール・エ・メール

熱海市渚町19-11

ラーメン屋 一徹

熱海市渚町15-2

LA SCARPETTA

熱海市中央町8-5 栗原ビル101

うろこ茶房ブレンナーハウス

熱海市昭和町5-6対木ビル1階

おばんざい 大和田

熱海市中央町9-5

JUICE＆SANDWICH 瑞宝荘

熱海市咲見町10-8

戸田幸四郎絵本美術館カフェ

熱海市上多賀1055-30

かんぽの宿熱海別館レストランきらら

熱海市水口町2丁目13-77

スナック喫茶 草

熱海市昭和町15-1大長ビル1階

浜料理 藤哲

熱海市網代627-508

バー VIP

熱海市渚町15-12川長ビル1階

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

店舗所在地

BAAN HATAH

伊東市八幡野1307-5

手打十割蕎麦処 蕎仙

伊東市十足329-6

居酒屋 とっぺん

伊東市松川町6-15

サーティワン伊豆高原店

伊東市八幡野1180

NANKURU

伊東市猪戸1丁目1-9

ITALIAN HOUSE TOSCAN

伊東市中央町3-5ヤマヤビル2階

晴れる屋

伊東市銀座元町7-26 渡辺ビル2階

Bistroにゅう

伊東市松原本町15-1 KMビル1階

ミラコロ

伊東市富戸1317-1121

伊豆中ばんばん食堂 伊東マリンタウン店

伊東市湯川571-19伊東マリンタウン2階

ホテル伊東パウエル

伊東市湯川4-2-15

バーカティーサーク

柿の木

伊東市竹の内1丁目3-6ホテル暖香園内1F

TOM-TOM

伊東市竹の内1丁目3-6 ホテル暖香園内1F

伊豆味

伊東市竹の内1丁目3-6 ホテル暖香園内1F

ホテル暖香園

伊東市竹の内1丁目3-6

きた岡

伊東市竹の内1丁目2-39

海のごちそう WATANABE

伊東市八幡野1276－26

ル・オール

伊東市竹の内1丁目3-16

ごはん酒菜そのに

伊東市広野3丁目2-7

手打ちそば さくら庵

伊東市八幡野449-1

伊豆高原 わび

伊東市富戸911-103

手打蕎麦 初代ねもと

伊東市宇佐美424-7

miagolare

伊東市吉田353-1 ヨシダファヨシダ1-D

魚磯伊豆高原店

伊東市富戸110371

Ristorante La Vita e Bella

伊東市川奈1439-1

二本松

伊東市八幡野1323-34

花の宿介山

伊東市富戸1095-225

なか川

伊東市大原1丁目5-2

御食事処 松

伊東市八幡野1124の43

宝来寿し

伊東市吉田565-2

うなぎのまとい

伊東市東松原町13-6

たなか

伊東市八幡野538の1

とゝ丸

伊東市竹の内2丁目2-13

備屋珈琲店

伊東市大室高原10丁目314

備屋珈琲 自家焙煎工房湯の花通り店

伊東市猪戸1丁目5-35

木八 伊東店

伊東市竹の内1-3-11金子ビル101

杉国商店

伊東市湯川2丁目2-18

肴屋大ちゃん

伊東市富戸912-28

MONTAGNA

伊東市湯川1丁目9-6

Brilliant

伊東市松川町5-42

ぴあのカフェBar T＆G

伊東市中央町7-5

グランディーテ

伊東市八幡野1283-67

店舗名称

店舗所在地

そば処砂場

伊東市川奈1256-45

スナックHula

伊東市中央町11-17銅辰ビル1F2号室

Hazu

伊東市中央町13-2

カフェテリア ガレリア 439

伊東市松川町3-4太田ビル1階

鱗介領 信海

伊東市八幡野1183番地 伊豆高原駅やまもプラザ106区画

cafe&bar Loosetime

伊東市湯川2-1-10

スナックキャロット

伊東市猪戸1丁目7-3

居酒屋 つちや

伊東市宮川町2-1-18

椿や

伊東市中央町１１－３ セントラルビル２Ｆ－Ｅ

昌家

伊東市松原本町16-27

なんや

伊東市猪戸2丁目2-23

いでゆ商店

伊東市銀座元町9-7 1F

あうん

伊東市松川町５－２１

ねこカフェ にゃおん

伊東市八幡野1132-8

特定非営利活動法人 プレッソ

伊東市富戸1317-910

魚処おお田

伊東市川奈1225-251

まんざら

伊東市松川町5-31

居酒屋 元気

伊東市松川町2-2

健康茶と甘味処スゥ

伊東市湯川1丁目11-8坂下ビル1F

カワグチヤ

伊東市宇佐美1755-10

切麦屋あいだ

伊東市八幡野1282-33

焼鳥食堂うめ

伊東市松原本町14-11

クックランド 宇佐美

伊東市宇佐美3242-225

C’s Cafe

伊東市十足614-209イトーピアA-333B

Brasserie chouchou

伊東市桜ガ丘1-3-20 クレール桜が丘1Ｆ

蕎麦ダイニング楽

伊東市湯川571-19

くろ吉

伊東市八幡野1104－53

スナック COCO

伊東市中央町9-8

JOYSOUND伊東店

伊東市吉田1026

隠れ家 Bar Shalom

伊東市中央町11-18グリーンビル2階

canti canti

伊東市富戸1317-2023

Snack 舞

伊東市中央町11－14 ハクワビル101

居酒屋じゃがいも

伊東市荻601-4

横浜藤よし伊豆店

伊東市富戸1305-11

マリーナ展望レストラン

伊東市湯川571-19伊東マリンタウン シーサイドスパ2階

ステーキガスト 伊東海岸店

伊東市東松原町6-12

ガスト 伊豆川奈店

伊東市吉田753-23

ガスト 伊豆高原店

伊東市八幡野1172-5

スナック由樹

伊東市猪戸１丁目8-39 伏見ビル1階

食事処あかざわ

伊東市八幡野1670-6

ホテル 伊東ガーデン

伊東市松原655

スナックちよ

伊東市猪戸1丁目7-2

西やん

伊東市広野1丁目4-15

中華料理 金華

伊東市宇佐美1712-6

店舗名称

店舗所在地

ホテル伊東ガーデンラウンジラ・マール

伊東市松原655

すいーとぼっくす

伊東市湯川1丁目11-6

食堂居酒屋風来坊

伊東市荻400-15

ココス伊東桜木店

伊東市桜木町2丁目7-12

ココス 伊東吉田店

伊東市吉田574-1

カバドバンのり

伊東市湯川2丁目5-3

スナック＆パブ パラダイス

伊東市中央町9-8

プーキー

伊東市猪戸1丁目7-3

米処＆茶屋 和 伊豆高原店

伊東市富戸1030-10

midnight

伊東市東松原町17-2高橋ビル2階

和食だワン

伊東市八幡野1069-4

HERMAION

伊東市八幡野1295-7

本家鮪屋

伊東市八幡野1069-4

イタリア料理 レガーロテッラ

伊東市富戸1108-35

すぅカフェ

伊東市桜木町2丁目2-3伊東市健康福祉センター1F

プリティードール

伊東市猪戸1丁目3-4

BAR LIGHT

伊東市銀座元町9-4

Aoi

伊東市猪戸1-4-12若水コーポラス1F

すしの寿々丸

伊東市猪戸1丁目8-36

炭火割烹とも

伊東市八幡野300-2

みほり

伊東市吉田354

成木屋

伊東市湯川1丁目16-18

農家カフェ＆レストラン風の詩

伊東市十足267-11

バズハウス

伊東市八幡野1274－49

スナックシュール

伊東市猪戸1-4-3

山良

伊東市中央町13-2

伊豆の味処道

伊東市広野1丁目6-16

The SEA

伊東市宇佐美1746-2

Betty

伊東市猪戸1丁目4-3-D

スナックface

伊東市中央町7-8フジリキビル2階2-e203

ステーキ池田

伊東市広野2丁目4-8

Butter Note

伊東市富戸1315-127

手打ちそばみほり

伊東市吉田354

酒膳よし永

伊東市猪戸1丁目9-23オオクラハイツ1階

すなっく ちか

伊東市中央町11-17 銅辰ビル1階1号

CAFE 木茶店

伊東市八幡野1143-31

Bistro TSUMIKI

伊東市湯川1丁目9-18浅田ビル1F A号

居酒屋しぇるぶーる

伊東市松原本町14-11 2F

ビストロ くさむら

伊東市八幡野1346-39

すなっく伊呂波

伊東市松川町6-5 1F

橘陶房

伊東市八幡野1357-27

台湾料理 昇龍

伊東市南町2-3-30 1F

伊豆高原藪蕎麦

伊東市八幡野1242-12

たか丸食堂

伊東市湯川1丁目15-11

店舗名称

店舗所在地

肉処 楽風

伊東市八幡野1244-54

キッチン&バー ラグーン

伊東市竹の内1丁目3-11金子ビル102

山岸園 クラブ ムーンライト

伊東市松原657

ごはん×ごはん

伊東市東松原町16-12

食事処 はなわ

伊東市湯川571-6

Miki's Yummy

伊東市富戸908-60

こまめ食堂

伊東市松原湯端町4-13

リブマックスリゾート 伊東川奈

伊東市富戸1301

入船伊東駅前店

伊東市湯川1丁目16-10

ステーキハウス金井伊豆高原店

伊東市十足610-143

いさご亭

伊東市湯川2丁目4-12

デスナ

伊東市猪戸1丁目8-37

RCSセミナーハウス

伊東市岡349

リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

伊東市八幡野1736-5

kitchen 味彩

伊東市猪戸1-7-2

台湾料理 シン源

伊東市静海町11-18

スウィートメモリーズ

伊東市松原湯端町1-7

伊豆太郎 川奈店

伊東市川奈1257-97

伊豆太郎 伊東マリンタウン店

伊東市湯川571-19オーシャンバザール棟1階

青山やまと

伊東市岡203地下1階

青山やまとラウンジ茶倶楽

伊東市岡203 1F

青山やまとクラブカンターレカンターレ

伊東市岡203 2階

カフェ イーストヒルズ

伊東市八幡野1323-46

居酒屋澄

伊東市吉田715-2

和居

伊東市八幡野1186-55

八幡野ダイビングセンター

伊東市八幡野773

伊豆の回転寿司 花まる銀彩

伊東市八幡野1180-18

かめやホテルレストラン

伊東市湯川2丁目4-12新館1階

ラフィーネ 伊東

伊東市瓶山2丁目3-21

イタリア料理デルフィーノ

伊東市富戸911-4

スナック 五条

伊東市中央町7-7

大室高原ひらまつ

伊東市富戸1317-3078（大室高原4-346）

居酒屋 味の若葉

伊東市松原本町14の7

Vogue

伊東市松原本町15番4号丸加ビル1階

カフェ ミルキー

伊東市八幡野1262-18

居酒屋食味工房

伊東市八幡野1231-68

gardencafe.com

伊東市富戸890-5

支那そば福々亭

伊東市湯川2丁目17-6伊東駅前2176ビル

海の家 きそ川

伊東市松原本町330番地先

Ciel

伊東市猪戸1-8-33

ベルステーション

伊東市富戸1317-13

じゃんまりん

伊東市湯川571-19 伊東マリンタウンオーシャンバザール棟２F

レストラン・プリンス 翠陽亭

伊東市八幡野1319-30

天冨良

伊東市十足615-150

天美

店舗名称

店舗所在地

よりみち総本舗

伊東市富戸1090 フードウイング1階

カラオケスタジオ ベル・ハーモニー

伊東市竹の内1丁目3-12 ベルプラス伊東２F

鮨地魚料理 さかな倶楽部

伊東市湯川3丁目3-19ドルフィンK1F

古民家割烹 ひよけ家

伊東市宇佐美1748-1

オーベルジュ花季

伊東市岡75-32

ベーカリーカフェレストランSAZANKA本店

伊東市猪戸1丁目5-32

れすぱいと伊豆高原

伊東市池893-177

らあめん花月嵐 伊東吉田店

伊東市吉田139-2

オーベルジュル・タン

伊東市十足614-187

京風おばん菜どころ ほりふく

伊東市八幡野1311-6

鳥源

伊東市八幡野1105番地140

食堂はる

伊東市八幡野1189-52

とん喜

伊東市富戸892-26

更科伊豆高原

伊東市八幡野1243-66

スナック ター坊

伊東市銀座元町7-29

PUB Candy

伊東市中央町9-10

Bar Candle

伊東市中央町8-13

居酒屋 天城路

伊東市音無町5-17

チャーチル

伊東市猪戸1丁目5-9

魚民伊東駅前店

伊東市湯川1丁目10-1パークロカンダ1階

沖縄料理 ゆんたく

伊東市富戸1163-24

トリスバー

伊東市東松原町16-9 2階

Antique&Gallery Cafe J&A

伊東市八幡野八幡野1030-121

グルメ厨房生田

伊東市八幡野1283-106

スナック A

伊東市八幡野1189-135 2号

ひとみ

伊東市中央町12-4大正屋ビル内

新村かるび

伊東市八幡野1167-7

雅

伊東市鎌田1260-92

中華料理 いわこう

伊東市岡217-16

Aroma Rose

伊東市富戸911-142伊東高原別荘地22次33A

喜楽

伊東市吉田1026-97

肴料理 囃子

伊東市猪戸1丁目4-4清水ビル1F

カルネ

伊東市中央町8-12運上ビル1F

旬席 ふみ

伊東市八幡野1306-54

スナック ローズ

伊東市猪戸一丁目4-3今井ビル一階C

LINGUA FRANCA

伊東市八幡野1156

花月荘

伊東市八幡野1086-48

CALYPSO

伊東市東松原町1-16

カフェテリア Ki

伊東市川奈1322-14

らーめんや味楽

伊東市玖須美元和田716-592

くるまやラーメン

伊東市東松原町17-1

Le Menu Terrasse

伊東市八幡野1084-88

焼肉かだん

伊東市八幡野418-1三村ビル1階

伊豆の食材で創るパスタ Jupiter

伊東市八幡野1039-101

店舗名称

店舗所在地

ふじや

伊東市松川町5-31

ミュージック・ステーション ELVIS

伊東市八幡野1283-173

手打そば 砂場 伊豆高原

伊東市富戸1038-7

スナックスリーエイト

伊東市中央町8-9

スナック心花

伊東市八幡野1244-50

Marine Zorro

伊東市八幡野1352-72

絆や

伊東市川奈1226-37

和牛 椙本

伊東市玖須美元和田730-86

湯の街飯家笑あん

伊東市猪戸1-3-14 1F

MITSUKO

伊東市富戸1020-447

食事処 豊

伊東市宇佐美1740-9

株式会社 紅牡丹

伊東市吉田134

居酒屋 花穂

伊東市吉田564-1

ひまわり

伊東市八幡野1189-32

ristorante spasso

伊東市八幡野1244-83

スナック f

伊東市川奈1214-46

中華 おき

伊東市湯川2丁目6-1

ゆい

伊東市猪戸1丁目8-37

カフェごはんウッドベル

伊東市八幡野1254-62大室高原7-437

しんや

伊東市八幡野1066-4

加賀

伊東市中央町8-5

のんき寿司

伊東市宮川町1丁目2-10

赤とんぼ

伊東市中央町11-7夕霧ビル2階

温泉宿 伊豆華の舞

伊東市富戸1317-4573

Cafe Ami

伊東市富戸911-80

R＋

伊東市中央町11-3セントラルビル1FD号室

イベリア

伊東市富戸1024-1

カフェ波詩34

伊東市松川町6-10

カラオケ喫茶 ながれぼし

伊東市富戸1317-1144 大室高原10丁目300-1

食処うめはら

伊東市猪戸1丁目1-10

Kitchen マーブル

伊東市湯川1丁目12-17

Ninteen Hole

伊東市猪戸1-8-33小林ビル１階壱号

宇賀神

伊東市富戸908-111

ダイニングバー ブルボン

伊東市八幡野1186-27

HELLO

伊東市富戸1317-460(大室高原3-509)

パブ(洋風居酒屋) りんご

伊東市中央町8-12 運上ビル2F

魚楽亭

伊東市東松原町15-9

ETHICUS theleema

伊東市富戸1317-2904

一汁三菜

伊東市渚町3-12

ドラセナ

伊東市宇佐美1938-15

カフェ エトワル

伊東市富戸1317-3982

スナック if

伊東市松川町5-31

じゃがいもやTHE台所 吉田店

伊東市吉田753-3弘木屋コーポ1F

旬彩 伊酒利屋

伊東市富戸1012-28

店舗名称

店舗所在地

next bar A. tora

伊東市中央町9-5

とんとん ぶ～ぶ～

伊東市松川町2-2 2F

ぴあっと

伊東市銀座元町5-3

Cafe CANDY

伊東市富戸903-8（伊豆高原21次110）

伊豆オーキッド

伊東市富戸844-51

花と紅茶の店 PIXY

伊東市十足614-254

妙ぎ亭

伊東市富戸916-64

田はら

伊東市八幡野1298-37プラザ21

トラットリア ピッツェリア プルチーノ

伊東市八幡野1274-66

ラ・ポルタ

伊東市富戸1102-49

マストランプ

伊東市岡370

魔女の館

伊東市中央町8-10苅谷ビル1F

BAR GLANZ

伊東市中央町9-9

めんや 若林

伊東市湯川1丁目1-11

スナック まどか

伊東市猪戸1丁目7-2大倉ビル1F

ひだまり

伊東市吉田509-5

頑張軒

伊東市八幡野1066-8

中華料理 昇龍

伊東市吉田747-1

ゴールド川奈カントリークラブ レストラン サニー

伊東市吉田834

ゴールド川奈カントリークラブ スタートハウス

伊東市富戸1719

Cafe＆Bar Link

伊東市宇佐美1572-17

焼肉 ふくちゃん

伊東市八幡野1189-135

カラオケ喫茶 ポニー

伊東市八幡野947-388

菊や

伊東市富戸1317-2559（大室高原9丁目673－2）

茶寮一丈

伊東市八幡野1350-11

レストラン グラナダ

伊東市池627-4（大室高原7丁目100）

懐席 前田

伊東市八幡野1295-26

魚・地酒の店「大海」

伊東市桜木町2丁目2-22

居酒屋 かもん

伊東市猪戸1丁目4-2塩地ビル1F

伊勢

伊東市松原本町14-6

麺匠 まゆ美

伊東市八幡野1264-33

満月

伊東市音無町5-21

うなぎ処 福也

伊東市鎌田1295-67

ホテルよしの

伊東市松原745-5 2階

伊豆丸

伊東市松原本町14-18

飲み食い処 大浜

伊東市川奈699

つた好

伊東市猪戸1丁目3-10

JAM

伊東市荻153-6

スナック 明日香

伊東市猪戸1丁目8-37

和家

伊東市松川町5-27

イタリア料理 B-gil

伊東市十足614-204

台湾料理 昇龍

伊東市宇佐美1662-1

ふらんすきぞく

伊東市松川町2-3エイエムライフビル1階1号室

月あかり

伊東市東松原町17-2

店舗名称

店舗所在地

ふぐ地魚料理の宿 大塚

伊東市宇佐美1757-2

スナック ベルヤング

伊東市中央町13-47青木ビル1F

twin terrace

伊東市富戸1020-443

居酒屋ひろの

伊東市広野1丁目4-6

ゆき文

伊東市八幡野1298-39

どろっぷいん

伊東市猪戸1丁目1-7

サザンクロスリゾート内 サウスポール

伊東市吉田1006

サザンクロスリゾート内 喫茶ラウンジ カナロア

伊東市吉田1006

サザンクロスリゾート内 スターダストクラブ

伊東市吉田1006

スナック コルドンブルー

伊東市弥生町7-21メイゾン西尾1階

愛犬の駅

伊東市八幡野1135-1

カフェ インベル cafe inbell

伊東市銀座元町7-3

漁港直送 さかなや道場 伊東駅前店

伊東市湯川1丁目8-6

キャビン

伊東市猪戸1丁目5-3ローママンション1階

チャイニーズバーシャラ

伊東市中央町9-15八宝ビル1F

かめや楽寛

伊東市湯川2丁目4-12

IL GOLFO

伊東市広野2-1-3富岡コーポ1F

杉養蜂園 伊東店

伊東市湯川1丁目16-6倉持ビル1階

小料理 一葉

伊東市中央町3-3

和食かっぽれ

伊東市中央町12-2

桜木町手打庵

伊東市弥生町2-2

Organic Cafe M2

伊東市赤沢24-2

オーシャンビューヴィラジェイズ

伊東市新井510-26

レストランメキシコ

伊東市富戸1317-1046

HOT SPOT 空

伊東市猪戸1丁目7-2

かつ源

伊東市宇佐美1942-7

幸華

伊東市桜木町2丁目3-1

串特急 伊東駅前店

伊東市湯川1-11-19湯川壱番館1F

炭火酒房 囲炉裏屋 いち

伊東市猪戸1丁目2-4

そば処明日葉

伊東市八幡野1138-7

シアターハトヤ ナイアガラ

伊東市岡310-7 シアター別館1階

シアターハトヤ

伊東市岡310-7 シアター別館地下1階

ハトヤホテル ダイヤモンドホール

伊東市岡1391

ハトヤホテル ラーメンコーナー

伊東市岡1391

サンハトヤ

伊東市湯川572-12

サンハトヤ お好みコーナー

伊東市湯川572-12

サンハトヤ ゴールデン劇場

伊東市湯川572-12

サンハトヤエメラルド

伊東市湯川572-12

大漁苑

伊東市湯川572-12 二階

La Bottega Nero

伊東市八幡野1204-19

萬平

伊東市十足620-48

東伊豆今宵

伊東市瓶山1丁目12-1

ACTREE CAFE

伊東市吉田914-12

みさご寿し

伊東市八幡野1196-4

店舗名称

店舗所在地

明月館

伊東市八幡野1125-2

花あかり

伊東市八幡野1759 大室高原7-301

伊豆っ子ラーメン

伊東市湯川4丁目1-26

うたや とら

伊東市宇佐美1651-5-1

Nayuta食堂

伊東市八幡野1100-5

開福丸

伊東市東松原町7-8

カフェレストラン ノースサーバー

伊東市富戸1317-1809

だんらん

伊東市富戸1317-1146

ランプ cafe

伊東市八幡野1039-44

ほろよい処長瀞

伊東市松川町5-31

美よし鮨

伊東市湯川1丁目16-15

ケーズバール

伊東市猪戸1丁目6-9

ジェラテリアカプリ

伊東市松川町1-20

台湾料理一龍

伊東市宇佐美1574-23

好美寿司

伊東市中央町4-8

ジョナサン 伊東

伊東市竹の内1丁目2-1

古事記村

伊東市宝町3-14

いわさき

伊東市竹の内2丁目7-7

花柚

伊東市富戸1317の3106（大室高原4丁目353）

TERRACE CAFE IPPEKIKO

伊東市吉田815-99

亀寿し

伊東市猪戸1丁目6-9

食堂たいよう

伊東市松原本町15－7

田舎料理あきしろ

伊東市八幡野1104の69

ふくろうカフェ地球(あーす)

伊東市富戸912-6

楽や

伊東市八幡野1242-10

かっぱ寿司伊東店

伊東市南町2丁目57-1

呑み屋 三っ五

伊東市猪戸2丁目2-23サングリエ岡本103

伊豆浜焼本舗

伊東市湯川571-19伊東マリンタウンバザール棟2F

Food Snack Moo

伊東市中央町12-4大正屋ビル1階

居酒屋 開山荘

伊東市桜が丘1丁目1-7

やくぞうくん

伊東市広野1丁目1-30

スナック ドルチェ

伊東市八幡野1186-40

伊豆大室高原 cafe縁

伊東市富戸1317-1277（ 大室高原10-431）

ギボン亭

伊東市富戸1317-13

ぐらん亭

伊東市富戸1090

伊豆高原飯店

伊東市八幡野1139-2

レストラン＆カフェ La Chic

伊東市大室高原1-415

鳥眞

伊東市東松原町16-13椿ハイツ1階

喫茶 CL72

伊東市広野1丁目4-16

はるひら丸

伊東市松原本町1-14

XYZ

伊東市松川町5-26

snack Bless

伊東市中央町8-3 山梨ビル1階

やまふじ

伊東市宇佐美1859－1

美酒食彩 金べえ

伊東市八幡野1184-40

店舗名称

店舗所在地

かすたむ

伊東市富戸1249-2

BAR GANESH

伊東市中央町13-29佐藤ビル1F

カフェ・ビーンズ

伊東市八幡野1753-79(大室高原7-353)

洗濯船2

伊東市十足324-5

グランベール

伊東市池614-144

伊豆フル

伊東市十足614-227(株)ファミリーリゾート内

おがわ

伊東市中央町9-13サクラビル2F

株式会社 サザンクロス コースバー（売店）

伊東市吉田1006

うな福

伊東市中央町13-29佐藤ビル1F

伊豆高原ビール 海の前のカフェレストラン

伊東市湯川571-19伊東マリンタウンシーサイドスパ1階

どろめ

伊東市湯川1丁目9-13

和食処にしむら

伊東市竹の内1丁目3-11金子ビル

どろめ

伊東市湯川1丁目16-7

くらしき

伊東市中央町11-16中央ビル101号

カフェ やまもも

伊東市岡196-1市立伊東市民病院内 2階

和食家一粋

伊東市松原本町14-15

ラ・メール

伊東市中央町11-16中央ビル B1F

フレンズ 純子

伊東市猪戸1丁目8-39伏見ビル2階

さがみ寿司

伊東市岡広町1-3

居酒屋ゆかり

伊東市猪戸1丁目8-35

イタリアンカフェボスコ

伊東市八幡野1041-60

スナック バーディー

伊東市猪戸1丁目4-6岡田ビル1階

きよ仲

伊東市岡75-33

スナック 花束

伊東市広野2丁目4-15

田舎家三平

伊東市松原本町14-17

鬼のかくれば

伊東市猪戸2丁目2-10

レストラン天城

伊東市富戸1101-10

シーサイド・エス

伊東市宇佐美159-4

南々亭

伊東市富戸908-111セルティア城ヶ崎103

川奈ホテルダイニング

伊東市川奈1459

川奈ホテル 田舎家

伊東市川奈1459

川奈ホテル（グリル）

伊東市川奈1459

川奈ホテル サンパーラー

伊東市川奈1459

川奈ホテル メインバー

伊東市川奈1459

川奈ホテル 37番ホール売店

伊東市川奈1459別館2階クラブハウス

こうや

伊東市桜が丘1丁目2-3

喫茶 伽林

伊東市吉田402-1

大衆食堂 のぐち

伊東市竹の内2丁目3-19CVAコーポ1階店舗

中国四川料理伊豆天山

伊東市富戸908-165三好ビル1階

スナック DOMON

伊東市猪戸1丁目4-4清水ビル1階A号

マクドナルド 川奈店

伊東市吉田1026-8

マクドナルド 135伊東店

伊東市湯川4-3-22

カフェ ラハイナ

伊東市富戸1317-5817

嬉酔

伊東市中央町7-9

店舗名称

店舗所在地

海花 隠れ家

伊東市宇佐美1952-1

フリークス

伊東市松川町2-3エイエムライフビル1階

スナック 愛七美

伊東市中央町7-8フジリキビル2F

吉野家 135号線伊東店

伊東市静海町11-8

スナック美知

伊東市中央町7-5

カフェ ブリッジ

伊東市富戸842-134

しゃらく亭

伊東市川奈368-1

伊豆高原ローズテラス

伊東市八幡野1069-8

レストラン いずみ

伊東市富戸1034-5

焼肉寿光園

伊東市中央町13-35

フレッシュネスバーガー伊東デュオ店

伊東市玖須美元和田720の143伊東ショッピングプラザデュオ1F

ショットBARフリータイム

伊東市銀座元町8-16佐藤ビル1F

スナック 聖月

伊東市中央町12-4大正屋ビル地下1階

すなっく 凛

伊東市松原本町16-28鈴木ビル1F

社会福祉法人クープ 喫茶かめりあ

伊東市大原2-1-1市庁舎1F

ケニーズハウスカフェ伊豆高原本店

伊東市八幡野1064-6

陽気館

伊東市末広町2-24

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

店舗所在地

とんかつえびふらい

下田市東本郷2丁目1-7

スナック 美愛

下田市二丁目10番18号

cafe mellow

下田市吉佐美1892-1

カラオケBOXメモリー

下田市三丁目8番14号

カマ・アイナ

下田市三丁目10-13

47monカフェ

下田市三丁目3-1 1F

エクシードバーベキュー場

下田市白浜981-6

株式会社いづみ荘

下田市西本郷1-13-7

パブらいおん

下田市東本郷1丁目1-8

スナックえばぁんず

下田市三丁目9-5

なべや 大むら

下田市二丁目4-33

MINORIKAWA

下田市一丁目1-12

太鼓判

下田市二丁目9-12

cubstar

下田市四丁目7-22

磯一

下田市白浜2648-5

Darts&Bar JB's

下田市三丁目8番14号大傳ビル2F

シーバード

下田市柿崎802-2

アイランドビレッジ

下田市白浜2584-27

サーフルーム

下田市白浜2514-5

古民家カフェ桜子

下田市柿崎30-15

コーヒー＆スナックぺぺ

下田市三丁目8-14

LiVEMAX RESORT 伊豆下田

下田市田牛711-3

Perry Berry

下田市三丁目10-12

南伊豆ビーチBBQパーク

下田市吉佐美2248-2

薬膳カフェ くこの実

下田市吉佐美1900-13

ジャスミン ロッジ

下田市白浜2639-11

伊豆海鮮瀧

下田市一丁目4-27 日ノ出ビル1F

ｆｌａｍｍｅ－ｊａｃｑｕｅ

下田市三丁目8-8

NanZ Kitchen

下田市一丁目6-18

漁師浜焼き 赤根島

下田市柿崎665-1

草画房

下田市三丁目14-6

くしだ蔵

下田市二丁目11番12号

レストランかもめ

下田市白浜1547-1 1階

魚民伊豆急下田駅前店

下田市東本郷1-1-12 19.モンテローザ下田ビル 1階2階

Honey Cafe

下田市三丁目648

KM アローズ

下田市東本郷1-1-7 タカハシビル202

COCOだっけ

下田市東本郷1-1-9パールビル2F

SEA

下田市東本郷1-1-9パールビル2 202

ZUN

スナック 林

下田市東本郷一丁目1番8号土屋ビル1階

どさんこ

下田市二丁目12-13 2F

MOANA

下田市白浜2745-8

食事処 里味

下田市吉佐美833

店舗名称

店舗所在地

Table TOMATO

下田市一丁目11-18

THE ROYAL HOUSE

下田市中字字内山831

ラウンジ紫苑

下田市二丁目8番21号

活魚料理 新田

下田市三丁目2-12

ピザハウス あんぐる

下田市五丁目11-14

とんかつ 暁亭

下田市五丁目11-14

桜太

下田市東本郷1-20-4サンテラス上原103

Woman

下田市東本郷2丁目1番14号渡美ビル102

和風ペンション タムレ

下田市吉佐美281-2

食堂 みのり川

下田市東本郷1-21-12

ビラ小沢

下田市須崎1237-1

もり田

下田市三丁目4-6

スナック一松

下田市一丁目15-30

Mai Mai Cafe

下田市四丁目1-2下田市民文化会館内

さかなや道場 伊豆急下田店

下田市東本郷1-6-23伊豆急下田駅構内

IL COVO

下田市一丁目6-18

創作和食 たまきや

下田市二丁目4-23

下田大和館

下田市吉佐美2048

ジョイア

下田市一丁目4番20号

焼肉ダイニング楠（灼熱ホルモン楠）

下田市一丁目4-26 2階

網元料理 徳造丸 下田駅前店

下田市東本郷1-1-23

伊豆下田100景 むさし

下田市一丁目13-1

白浜マリーナ Hana cafe

下田市白浜2752の16

浜辺の湯 下田荘

下田市柿崎659-1

ビーチハウス さちも

下田市白浜2745-5

マンダラ

下田市加増野846

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

店舗所在地

フジ天城ゴルフ倶楽部

伊豆市大平柿木1190-1

あまご茶屋（天城湯ヶ島店）

伊豆市市山540-1

あまご茶屋 修善寺温泉店

伊豆市修善寺765-1

いろりの宿三吉

伊豆市湯ケ島1972-1

ギャラリー 童

伊豆市小下田477-5

かの本陣

伊豆市松ケ瀬151-1

中伊豆ワイナリー シャトーTS

伊豆市下白岩1433-27

竹の里水ぐち

伊豆市修善寺3463-12-16

旬魚旬菜肴めし和

伊豆市瓜生野216-7

食事処おくら

伊豆市小立野153-4

道の駅伊豆月ケ瀬内 月ケ瀬テラスキッチン

伊豆市月ケ瀬78-2

浜茶屋こばると

伊豆市土肥2915-3

喰飲

伊豆市柏久保551-8

スナック嵐山

伊豆市修善寺615-1

スナックかず

伊豆市修善寺915-4

パブすみや

伊豆市修善寺1145-4

焼とら

伊豆市修善寺108

Hostel Knot

伊豆市修善寺985-1

胡々

伊豆市修善寺3458-6

Snack New Sugi

伊豆市修善寺818-1-2

神代の湯

伊豆市梅木367-15

カラオケBAR RIZE

伊豆市八幡187-1コーポサトウ102

田舎食堂

伊豆市牧之郷534-6

有限会社塩谷商店修善寺しいたけの里

伊豆市年川785-1

台湾料理 富祥

伊豆市修善寺29

バーミヤン 修善寺店

伊豆市修善寺65

有限会社 杉山水産 すぎ屋

伊豆市修善寺302-3

伊豆スカイラインカントリー倶楽部

伊豆市上白岩2067-25

スリービーンズ コーヒー

伊豆市関野318－1

From here

伊豆市修善寺921-1

hasama cafe

はーぶ&すぱいす

伊豆市中原戸68

GAIA（ガイア）

伊豆市修善寺818－1

pikiniki

伊豆市湯ケ島2860-2

源氏釜めし 松葉茶屋

伊豆市修善寺4281-41

パネッテリア・グラスパ

伊豆市本立野614-1

Caﬀe Novecento

伊豆市土肥436-7

ポルトヴィアヴィアグラスパ

伊豆市柏久保631-1-2

cafe Yuruyaka

伊豆市熊坂1257-221

maru修善寺

伊豆市下船原188-1

壱角家伊豆修善寺店

伊豆市熊坂502

台湾料理 昇龍

伊豆市柏久保904-1

お食事処 留宝留ながた

伊豆市下白岩字原畑307-6

店舗名称

店舗所在地

しぶき亭

伊豆市湯ケ島892-2

カサブランカ

伊豆市冷川1523-103

居酒屋 いきぶし

伊豆市修善寺761-12

琴茶庵

伊豆市修善寺3458-26

しっぽ７

伊豆市八木沢1618-1

ベアードブルワリーガーデンタップルーム

伊豆市大平1052-1

キャンプ・ベアード アウトポスト

伊豆市大平1049-2

CAFE HISAGO

伊豆市柏久保1345

ささや

伊豆市修善寺4281-45

居酒屋ふたば

伊豆市熊坂362-4

吉野

伊豆市冷川304-8

かたつむり

伊豆市湯ケ島892-66

みやもと

伊豆市土肥414-6

台湾料理龍華

伊豆市土肥470

FANTASISTA

伊豆市牧之郷162-1

民宿旅館わくだや

伊豆市土肥2789

カラオケスナック アゲイン

伊豆市柏久保554-13

希望園

伊豆市上白岩1516

CRAZY SPOT 31

伊豆市土肥654-8

RAIZU

伊豆市湯ケ島126-1

高橋家

伊豆市八幡187-1

鳥料理 やじろべい

伊豆市柏久保1329

ひさご

伊豆市月ケ瀬385-1

丑はる

伊豆市熊坂237

坂聖・玉樟園

伊豆市土肥284-2

クラフト 樅の木

伊豆市湯ケ島868-2

割烹 四季

伊豆市柏久保605-2

和めしや 中清食堂

伊豆市柏久保621

レストラン プリマ

伊豆市小下田428-5

スペイン家庭料理るびーな

伊豆市八幡928-6

昭和館

伊豆市土肥306-1

cafe 38

伊豆市小下田１９０６

手打そば 蕎のとう

伊豆市土肥693-1

満月堂

伊豆市修善寺824-1

あまね

伊豆市修善寺3461-10

酒房 野風増

伊豆市牧之郷534-3

ミュージックサロン ハーモニー

伊豆市土肥2844-2

土肥ふじやホテル

伊豆市土肥478-1

レストラン ポエム

伊豆市牧之郷516-8

富士見山荘

伊豆市湯ケ島493

大増

伊豆市湯ケ島275-1

百笑の湯

伊豆市瓜生野410-1

羅漢

伊豆市地蔵堂299-2

和食処川善

伊豆市関野317

店舗名称

店舗所在地

しま長

伊豆市土肥2662

茶房 遼さん家

伊豆市修善寺3462-2

あぜみち

伊豆市原保144-1

ひろちゃん

伊豆市修善寺3458-14

松屋商店

伊豆市修善寺1154-2

伊豆の佐太郎

伊豆市湯ケ島2859-29

スナック PARADISE

伊豆市土肥358うまだしビル1階

スナック アズール

伊豆市土肥446-17

やきとり いづっ子

伊豆市瓜生野218-1

河津屋

伊豆市土肥2661-5

いろは寿司

伊豆市上白岩608-3

居酒屋 ちょっくら

伊豆市修善寺287-2

焼肉食道苑

伊豆市修善寺691-8

焼肉食道苑駅前店

伊豆市柏久保628-6

茶席 一石庵

伊豆市修善寺950-1

あまぎ

伊豆市湯ケ島2860-50

富士屋

伊豆市修善寺958-7

鮨 ひがし

伊豆市瓜生野221-1

屋台村

伊豆市土肥356-2

狩の川屋

伊豆市門野原226-2

LiVEMAX RESORT 天城湯ヶ島

伊豆市湯ケ島2821-4

ノードストローム

伊豆市土肥2778-4

Sweet

伊豆市城169-5

cafe

こさか

伊豆市柏久保548-38

スナック みゆき

伊豆市湯ケ島2852-30

焼肉ハウス釜山

伊豆市熊坂300-2

ながた

伊豆市土肥2769

お食事 たぬき

伊豆市上白岩400-1

食事処 さくら

伊豆市土肥690-8

ほたるの庭

伊豆市松ケ瀬150-4-2

割烹 玉しげ

伊豆市土肥472

ココナッツ

伊豆市八木沢1329-2

みはま

伊豆市土肥2791-11-44

八百康

伊豆市土肥435-2

らーめん 道

伊豆市土肥1139-11

究極のそば そばや

伊豆市下船原446-1

きびなご寿し 味千

伊豆市小下田1906－1

中伊豆ワイナリー シャトーTS ガーデンテラスカフェ カリフォルニア

伊豆市下白岩1433-27

中伊豆ワイナリー シャトーTS グラッパの丘

伊豆市下白岩1433-27

中伊豆ワイナリー シャトーTS グレープカフェ

伊豆市下白1433-27

スナック 鈴

伊豆市土肥472-5

MAVERICK

伊豆市下白岩字長洞1431-18

ホテルワイナリーヒル お休み処

伊豆市下白岩1434

honohono cafe

伊豆市修善寺882-9

店舗名称

店舗所在地

カレーハウスJIB

伊豆市下白岩1-1

スナック ここ

伊豆市土肥358-1

松海荘

伊豆市土肥2777-3

朋友

伊豆市柏久保500-2

いろり

伊豆市土肥2812

K̀s Kitchen

伊豆市八幡187-1コーポサトウ103

食処 おおき

伊豆市柏久保625-3

昌庵

伊豆市小下田1906

修さんの店

伊豆市上白岩614-1

奈紬太

伊豆市修善寺3451-26

湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテル董苑 レストラン「アルペンローズ」

伊豆市湯ケ島2571-10

一品料理 やまもと

伊豆市柏久保631-1

すみよし

伊豆市柏久保630-10

すし処まとい

伊豆市修善寺1116-1

Ciro工房

伊豆市修善寺814-2

めし屋 みづ

伊豆市修善寺765

The Crank

伊豆市柏久保550-1エムズ修善寺ビル1Ｆ

こすもす

伊豆市瓜生野201-1

あしでまとい

伊豆市修善寺1116-1

大信

伊豆市柏久保602-1

食堂ゆかわ

伊豆市修善寺953-1

スナックREIKO

伊豆市柏久保502-1

瑞の里 〇久旅館

伊豆市修善寺1146-6

ラウンジ 吟雅

伊豆市修善寺1146-6

ラポサーダ

伊豆市土肥46

Bakery＆Table東府や 足湯カフェ

伊豆市吉奈164-1

Bakery＆Table東府や 豆乳工房カフェテラス

伊豆市吉奈91-1

キッチンエビセン 湯の国会館店

伊豆市青羽根188

緑の森

伊豆市湯ケ島892-6

民宿わらじ

伊豆市市山1-10

居酒屋 蓮海

伊豆市土肥2791-46

定連

伊豆市柏久保626-1

土肥温泉ホテル みなみ荘

伊豆市土肥336-1

LOQUAT西伊豆

伊豆市土肥365

いなcafeおんちゃんち

伊豆市松ケ瀬273-1

浄蓮の滝観光センター

伊豆市湯ケ島892-14

宮城

伊豆市八幡477-1

cafe まるしぇ

伊豆市柏久保636-2

むすひ

伊豆市修善寺3465-1

駅弁カフェたけし

伊豆市柏久保625-6

恋人岬ステラハウス

伊豆市小下田242-1

Loveŕs Cafe

伊豆市小下田3135-7

也万波

伊豆市柏久保544-27

牧水荘土肥館

伊豆市土肥289-2

店舗名称

店舗所在地

牧水荘 土肥館

伊豆市土肥289-2

牧水荘 土肥館

伊豆市土肥289-2

牧水荘土肥館

伊豆市土肥289-2

グリーンヒル土肥

伊豆市土肥2197-2

四馬路

伊豆市青羽根346

花小道

伊豆市修善寺3465-1

茶庵 芙蓉

伊豆市修善寺1082

盛田屋

伊豆市八木沢1598

有限会社 独鈷そば大戸

伊豆市修善寺765-6

黒玉テラス

伊豆市門野原134-1

スナック さち

伊豆市湯ケ島1682-4

カラオケBOICE修善寺店

伊豆市柏久保550-1エムズビル2階

牧水

伊豆市牧之郷524-8

ヤジト

伊豆市小土肥272

カラオケ すまいる

伊豆市土肥2854-1

小戸橋製菓 天城本店

伊豆市月ケ瀬580-6

天きゅう

伊豆市柏久保626-2

スナックセダン

伊豆市土肥357

Grill&Dining G

伊豆市大平1529

ダイニング Fuji

伊豆市大平1529

お食事処 いけの

伊豆市梅木71-4

安兵衛

伊豆市修善寺868-1

伊豆船原ゴルフ

伊豆市上船原1120-1

道

伊豆市修善寺691-4

紅一点

伊豆市土肥2658-1

独鈷茶屋

伊豆市修善寺970

そば処駿河亭

伊豆市修善寺691-1

バニラ ビーンズ

伊豆市冷川2039-1

カフェ弘乃

伊豆市修善寺971-1

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

店舗所在地

沼津魚がし鮨 流れ鮨 伊豆の国大仁店

伊豆の国市吉田380-1

喫茶ねむの木

伊豆の国市長岡128-18

明日香

伊豆の国市長岡251-13

うを正

伊豆の国市長岡1318-2

ひょうたん 弥兵衛

伊豆の国市吉田771-1

炭の蔵

伊豆の国市古奈213-2

白薔薇

伊豆の国市大仁541-6

代官屋敷

伊豆の国市韮山山木142-1

とん一食堂

伊豆の国市田京302-20

大熱海国際ゴルフクラブ

伊豆の国市長者原1240

天神屋アピタ大仁店

伊豆の国市吉田字九十分153－1

焼肉幟

伊豆の国市長岡1287-6 ホワイトパレス101号

ホテルサンバレー伊豆長岡 鳳凰

伊豆の国市長岡659

力亭

伊豆の国市大仁800-11

GKB&ViLLage Produced by御殿場高原ビール

伊豆の国市田京195-2

餃子工房 ひまわり

伊豆の国市宗光寺895-1

カルビ一丁大仁店

伊豆の国市中島41-1

en

伊豆の国市古奈422-1

天

伊豆の国市古奈437

ひとやすみ

伊豆の国市大仁546-2

雅々丸

伊豆の国市古奈126-8

いちごBonBonBERRY伊豆の国factory

伊豆の国市田京195-2

SAKE HOUSE しばらく

伊豆の国市長岡1078-1

POMODORO

伊豆の国市古奈264-４

和食・懐石料理 食彩あら川

伊豆の国市長岡1349

てっぱん古奈

伊豆の国市古奈308-1 朝日ビル1F

大仁温泉 一二三荘

伊豆の国市大仁503

スナックB

伊豆の国市南條698-15

Have a Blast

伊豆の国市大仁894-1

Parsley

伊豆の国市田京708-4

焼肉ここや

伊豆の国市古奈436-2

鮎茶屋

伊豆の国市大仁440

まごころ食堂

伊豆の国市田原野440-4

カフェ スマイル

伊豆の国市三福63-4

美味酒房 ろさん

伊豆の国市古奈366-2

与志富

伊豆の国市古奈125-1

スナックねむの木

伊豆の国市長岡128-18

むろ井

伊豆の国市古奈216-2

M &M

伊豆の国市田京680-7

まいど食堂

伊豆の国市古奈435－1

パプリカフェ

伊豆の国市南條217-5

ガスト 伊豆長岡店

伊豆の国市南條756-2

店舗名称

店舗所在地

桜ばな

伊豆の国市寺家112-15

ガスト 伊豆大仁店

伊豆の国市中島207

橋本

伊豆の国市長岡150ｰ4

伊豆パノラマパーク トラットリア伊豆パラディーゾ

伊豆の国市長岡260-1

株式会社 華々

伊豆の国市中726

呑み処ふく

伊豆の国市古奈45-1

あやめずし

伊豆の国市古奈38

ココス 大仁店

伊豆の国市吉田397

ココス 伊豆韮山店

伊豆の国市四日町899

wai wai

伊豆の国市古奈308-1古奈店舗2階

カフェ＆バル掌

伊豆の国市長岡1191-2

たいやきカフェスタンド Tanagocoro

伊豆の国市南條547-12

まごころ亭 太庸

伊豆の国市三福899-3

莉々華

伊豆の国市長岡401-9

福龍

伊豆の国市長岡999-10

soleil

伊豆の国市田京264-30

たぐみカフェ

伊豆の国市長岡169-7

BOCCA della VERITA

伊豆の国市古奈351-2

无

伊豆の国市三福192-1 三福ハイツ1F

モスバーガー伊豆大仁店

伊豆の国市御門52-1

パブしみづ

伊豆の国市長岡1098-22

みやこいち

伊豆の国市三福101-1

ChezMaman-しいまも

伊豆の国市古奈221-2

カルロッタ

伊豆の国市長岡1116-4

スナック かんけいないじゃん

伊豆の国市長岡1116

スナックAZ

伊豆の国市古奈72

めい

伊豆の国市長岡253-1

とも

伊豆の国市長岡197-1

餃子の一番亭 伊豆長岡店

伊豆の国市長岡250-8

ニュー八景園

伊豆の国市長岡211

憩い処

伊豆の国市長岡211

キャバレーかつらぎ

伊豆の国市長岡211

MAHINA

伊豆の国市長岡63-1

九

伊豆の国市古奈142-1

すなっく むつみ

伊豆の国市古奈35

創作割烹 おおた

伊豆の国市長岡404-10

PUB 君団子

伊豆の国市古奈203-1

甘味処 瑞鶴

伊豆の国市長岡1329-15

深夜食堂

伊豆の国市古奈422-9

スナック 圭

伊豆の国市長岡1287-8

スナック 利栄

伊豆の国市四日町284-1

ルミエール伊豆

伊豆の国市宗光寺708-16

ブルーマゥン

伊豆の国市古奈24-3

焼肉 蔵

伊豆の国市田京264-26

店舗名称

店舗所在地

トラットリア ノストラーノ

伊豆の国市吉田126

大寿し

伊豆の国市古奈426-1

焼肉 弁慶

伊豆の国市長岡408-4

ラミー・ハイドすみか

伊豆の国市大仁449-1

White Lady

伊豆の国市田京690-7丸和ビル1F

伊豆長岡ホテル天坊

伊豆の国市長岡431-1

焼肉レストラン田苑

伊豆の国市宗光寺中道895

ジョリーパスタ大仁店

伊豆の国市吉田123-1

ホルモンさくら

伊豆の国市御門55-1

Evance

伊豆の国市長岡270-1

ナイトスポット カトレア

伊豆の国市長岡128-23マールビル1階

スナック さな

伊豆の国市長岡1097-23

彩鶏

伊豆の国市古奈422-1マリッチ古奈101

鮨笑

伊豆の国市古奈163-1三成コーポ1F

鳥栄

伊豆の国市古奈78

海

伊豆の国市長岡1098-5斉藤ビル2F

スナックひばり

伊豆の国市長岡231-1

コーケォー

伊豆の国市長岡1078-26

カレーハウスCOCO壱番屋 伊豆の国大仁店

伊豆の国市中島236-2

与志富

伊豆の国市御門69-3

魚民伊豆長岡駅前店

伊豆の国市南條744-1ナガスミ 2階

G－LINE

伊豆の国市長岡1098-5

Kanon

伊豆の国市長岡64

花わさび

伊豆の国市長岡431-1ホテル天坊2F内

居酒屋 藤

伊豆の国市南條1651-1

のら

伊豆の国市長岡1093-9

蔵屋鳴沢

伊豆の国市中272-1

パブスナック酒歌場

伊豆の国市田京302-19マルゴビル2階

ちょっくら（居酒屋）

伊豆の国市長岡60

蔵屋鳴沢 反射炉物産館たんなん

伊豆の国市中274-1

陣太鼓

伊豆の国市富士見919-1

スナック にゅうかほる

伊豆の国市守木140-1

松柏

伊豆の国市古奈227

かつ庵 大仁店

伊豆の国市吉田125

Shaba-da-ba

伊豆の国市長岡63-1高野マンション伊豆長岡1-C

シルキー

伊豆の国市長岡409-9

中国料理レストラン 古奈青山

伊豆の国市古奈185-1

食堂やまもと

伊豆の国市大仁555-1

cafeナマケモノ

伊豆の国市吉田126

めん亭

伊豆の国市長岡1078-3

わらく

伊豆の国市田京273-26

厨

伊豆の国市三福107-2

スナック Ai

伊豆の国市長岡245-11渡辺ビル101

スナック紫陽花

伊豆の国市長岡188-10

店舗名称

店舗所在地

ニュー長岡

伊豆の国市古奈1191

SNACK 蘭花

伊豆の国市田京264-39

鷹

伊豆の国市大仁456

夕鶴

伊豆の国市大仁456-8

与太呂

伊豆の国市四日町284-1

源氏茶屋

伊豆の国市韮山山木803

台湾料理 福

伊豆の国市長岡169-7

美華大飯店

伊豆の国市長岡241

スナック DAISUKI・2

伊豆の国市長岡231-1

もみじ

伊豆の国市長岡403-5

大連

伊豆の国市田京158-1

バー新太郎

伊豆の国市古奈21の1（1階）

居酒屋 いろり

伊豆の国市長岡70

居酒屋 縁

伊豆の国市長岡353-6

四季彩菜 しゃろう夢

伊豆の国市南條480-7

小町

伊豆の国市小坂6-4

廣寿司

伊豆の国市四日町240-7

志の

伊豆の国市古奈308-8

すし長

伊豆の国市田京264-40

すなっく 小路

伊豆の国市古奈228

居酒屋 久保

伊豆の国市田京685-23

千暮里

伊豆の国市田京302-19

くくる

伊豆の国市大仁450-1第2大仁ビル2

スナックイーグル

伊豆の国市長岡273-1

ナマステ インディア

伊豆の国市吉田122

Saka Bar

伊豆の国市長岡253-1 内田店舗

大助

伊豆の国市長岡597-3

伊豆にらやまカントリークラブ内食堂

伊豆の国市中1633

ときわや食堂

伊豆の国市大仁456-7

神楽坂 一邑

伊豆の国市長岡1349-54

モハカール

伊豆の国市田京271-35

居酒屋たかお

伊豆の国市古奈422-1

船頭さんと海女さんの店 海鮮料理・釜飯 大武丸 伊豆長岡店

伊豆の国市南條724-10

重寿司

伊豆の国市四日町284-2

ラーメン天一

伊豆の国市宗光寺895-4

花水木

伊豆の国市長岡231-1

居酒屋 源さん

伊豆の国市四日町630-8

カフェトロワ

伊豆の国市中750-1

（食事処）一の川

伊豆の国市長岡176-13

麺屋 しずく

伊豆の国市大仁591-2

モア

伊豆の国市田京299-8

YUKI

伊豆の国市長岡1091-1

スナック美々

伊豆の国市長岡245-1

シェフロード

伊豆の国市南條722-2

店舗名称

店舗所在地

メリィ・トーク

伊豆の国市長岡840-6

舞踏會

伊豆の国市長岡1048

寿し勝

伊豆の国市奈古谷1466-1

正夢

伊豆の国市長岡403-5

レストランバンラオ

伊豆の国市長岡175-1

丸亀製麺伊豆の国

伊豆の国市田京字子の神167-1

ひまわり

伊豆の国市田京299-7

キッチンエビセン 原木店

伊豆の国市原木1285-5

夢庵 伊豆大仁

伊豆の国市吉田370

カラオケバンバン伊豆長岡店

伊豆の国市古奈213-3伊豆長岡パーラーツインビル2F

スターダスト

伊豆の国市長岡245-11渡辺ビル103

綾

伊豆の国市四日町284-1

とり西

伊豆の国市南條750-1

小料理 多仲

伊豆の国市御門51-4

よしの

伊豆の国市四日町510-3

まちすけ

伊豆の国市大仁597-2

だるま

伊豆の国市古奈77

中華料理 福成

伊豆の国市中條297-1

ダイニングバー マリ・ロード

伊豆の国市長岡253-1

ルーチェ

伊豆の国市古奈422-9

はまえ

伊豆の国市守木358-4

とり吉

伊豆の国市大仁580-2

マニラ・パブ

伊豆の国市長岡63-1高野マンション伊豆長岡1F-106

キッチン つくし

伊豆の国市古奈215-1

香蘭

伊豆の国市長岡82-14

蒲焼割烹 ぼんどーる 修善寺本店

伊豆の国市大仁880-1

吉野家 136号線伊豆長岡店

伊豆の国市南條211-4

焼肉 楽や

伊豆の国市天野66-2

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

店舗所在地

ファミリーレストラン ヤシ

賀茂郡東伊豆町稲取649

ほてい食堂

賀茂郡東伊豆町稲取518-13

磯亭

賀茂郡東伊豆町片瀬553-15

星ホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本1205-116

お食事&かき氷 キッチンZEN

賀茂郡東伊豆町稲取3-13

きんめ処 なぶら とと

賀茂郡東伊豆町稲取396

junjun

賀茂郡東伊豆町奈良本365

末広

賀茂郡東伊豆町稲取1650-1

スナックあおい

賀茂郡東伊豆町稲取561-4内田ビル1F

旅館はまべ荘

賀茂郡東伊豆町稲取373

お食事処 うな瀬

賀茂郡東伊豆町片瀬５５４－１２

ラウンジありさ

賀茂郡東伊豆町稲取568-2

お食事処 糸島屋

賀茂郡東伊豆町稲取1563-1

拉麺虎太郎

賀茂郡東伊豆町稲取562-15赤尾ビル2F

レストラン碇屋

賀茂郡東伊豆町大川9-1-2

レステル磯辺

賀茂郡東伊豆町白田1733-82

笑いの家

賀茂郡東伊豆町稲取1562-3

ゆう

賀茂郡東伊豆町稲取561-1トーエイ

湊

賀茂郡東伊豆町稲取891-12

スナックエリザ

賀茂郡東伊豆町稲取1509-1

クローバー

賀茂郡東伊豆町稲取3011-266

junjun

賀茂郡東伊豆町奈良本980-1

ますみ

賀茂郡東伊豆町奈良本1253

風太

賀茂郡東伊豆町白田327-4

カルノーシュピープル

賀茂郡東伊豆町稲取1494-1

スナックまい

賀茂郡東伊豆町稲取269-7

ハンター

賀茂郡東伊豆町稲取2496

ホテルカターラRESORT＆SPA

賀茂郡東伊豆町奈良本992-1

寿司正

賀茂郡東伊豆町奈良本957-11

カラオケスナック ビッグ

賀茂郡東伊豆町片瀬550-9

熱川温泉 粋光

賀茂郡東伊豆町奈良本1271

蕎麦処 誇宇耶

賀茂郡東伊豆町稲取1940の1

スナック 利ープ

賀茂郡東伊豆町稲取1568

ももえかふぇ

賀茂郡東伊豆町奈良本980-1

地中海ペンション クノッソス

賀茂郡東伊豆町奈良本1496の18

すなっくさくら

賀茂郡東伊豆町稲取1564-１

有限会社藤すし

賀茂郡東伊豆町奈良本1424-20

呑味処 汐香

賀茂郡東伊豆町稲取1558-4 原田ビル1Ｆ

美ずき

賀茂郡東伊豆町白田305-6

りぼん

賀茂郡東伊豆町白田314-7

ふたりの湯宿 湯花満開

賀茂郡東伊豆町奈良本987番地の1

おばあちゃんち

賀茂郡東伊豆町稲取字清水416-1,2,3 2F

店舗名称

店舗所在地

エビスヤ食堂

賀茂郡東伊豆町片瀬553-11

しまだ

賀茂郡東伊豆町奈良本971

居酒屋 ひでさん

賀茂郡東伊豆町白田313-7

居酒屋 樂

賀茂郡東伊豆町稲取1487-1

ペンションエルブルズ

賀茂郡東伊豆町白田1458-21

伊山 花○

賀茂郡東伊豆町稲取3010-71エンゼルリゾート2階

燦

賀茂郡東伊豆町片瀬577-20

網元料理 徳造丸 稲取本店

賀茂郡東伊豆町稲取798

網元料理 徳造丸 魚庵

賀茂郡東伊豆町稲取3009-18

ホテルカターラ RESORT＆SPA 3階ボラボラ

賀茂郡東伊豆町奈良本992-1

ホテルカターラRESORT＆SPA サンダルウッド

賀茂郡東伊豆町奈良本992-1

Cafe PlumHouse

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-59

食事処 うめや

賀茂郡東伊豆町奈良本1253

Cafe.Bar KAHANA

賀茂郡東伊豆町稲取269-4

民宿 はまゆう

賀茂郡東伊豆町片瀬577-14

リトルキッチンMOMO

賀茂郡東伊豆町奈良本1265-11シーアイヴィラ伊豆熱川1F

スピークイージー

賀茂郡東伊豆町奈良本1349-7

味どころ今半

賀茂郡東伊豆町奈良本1267-13

潮風

賀茂郡東伊豆町奈良本1237-23

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

店舗所在地

舟戸の番屋

賀茂郡河津町見高358-2

天城温泉 禅の湯

賀茂郡河津町梨本28-6

旅館 青木の坂

賀茂郡河津町梨本342の1

天城荘若竹

賀茂郡河津町梨本359 若竹

リバティーリゾートアミドローラ

賀茂郡河津町谷津171

河津茶屋

賀茂郡河津町谷津512番地の2

時盛

賀茂郡河津町峰465-5

台湾料理 福来順

賀茂郡河津町谷津444

アンティカトラットリアダルピラータ

賀茂郡河津町谷津484

SA-TE-N

賀茂郡河津町谷津301-6

なかむら屋

賀茂郡河津町峰495-4

旅師の宿 やかた

賀茂郡河津町谷津326

中瀬の隠居

賀茂郡河津町梨本379-8-1

Kamome

賀茂郡河津町縄地432-1

Cafe & Records Delmonico's

賀茂郡河津町谷津253-1

ファミリーアンドリゾート川ばた

賀茂郡河津町川津筏場 188番地

コーヒーハウス モリ

賀茂郡河津町浜105の2

食事処 日なた

賀茂郡河津町見高1262-30

鉱石ミネラル嵐の湯 湯治の館2号館

賀茂郡河津町谷津398-4

K's cafe

賀茂郡河津町笹原79-6

万両

賀茂郡河津町谷津383-1

石田屋

賀茂郡河津町谷津226

河津海苑

賀茂郡河津町浜358の2の2

大川屋

賀茂郡河津町谷津303の3

伊豆さくら亭

賀茂郡河津町見高1260の78

居酒屋 おふくろ

賀茂郡河津町峰495-1

七滝一休茶屋

賀茂郡河津町梨本380の6

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

店舗所在地

YUHIGAOKA GAO CAFE

賀茂郡南伊豆町伊浜2222

龍宮

賀茂郡南伊豆町石廊崎409

双葉食堂

賀茂郡南伊豆町入間1541-5

青龍丸

賀茂郡南伊豆町妻良1196-1

スナック サンライズ

賀茂郡南伊豆町湊635

Beach House Hirizo

賀茂郡南伊豆町中木43-1

べざい

賀茂郡南伊豆町妻良390-1の内

アジア雑貨とネパールカレー ティハール

賀茂郡南伊豆町伊浜2132-19

つかさ庵

賀茂郡南伊豆町一色447の1

小さな宿＆レストラン しいの木やま

賀茂郡南伊豆町伊浜2222-2

AVANTI

賀茂郡南伊豆町下賀茂308-1

白木屋

賀茂郡南伊豆町湊901-30

ブルーイングリーン

賀茂郡南伊豆町子浦1367

きよりや

賀茂郡南伊豆町下賀茂８３９-３

レストランTime

賀茂郡南伊豆町湊403－1

石廊館 すしコーナ－

賀茂郡南伊豆町下賀茂204-2

石廊館 スナック

賀茂郡南伊豆町下賀茂204-2 石廊館内

すずらん

賀茂郡南伊豆町下賀茂409-4

I KITCHEN

賀茂郡南伊豆町子浦1545

食事処「斉」

賀茂郡南伊豆町湊715-5

串特急 南伊豆店

賀茂郡南伊豆町下賀茂262-1

星の花

賀茂郡南伊豆町下賀茂8

Dining Bar 海物語

賀茂郡南伊豆町子浦1657

そば処 渚

賀茂郡南伊豆町石廊崎450-10

和cafe 伽羅

賀茂郡南伊豆町下賀茂475

Motoばる おきくや

賀茂郡南伊豆町伊浜2218-1

魚善

賀茂郡南伊豆町伊浜1373

O u La

賀茂郡南伊豆町子浦1597

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

店舗所在地

岩屋

賀茂郡西伊豆町仁科字大金口2049-10

堂ヶ島食堂

賀茂郡西伊豆町仁科2045-3

ドライブイン幸進丸

賀茂郡西伊豆町仁科2052-6

茶房ぱぴよん

賀茂郡西伊豆町仁科384の1

DON・MARLIN

賀茂郡西伊豆町仁科813－9

あかしや

賀茂郡西伊豆町仁科389の7

珊瑚の実

賀茂郡西伊豆町仁科357ー2

ペンション サーフライダー

賀茂郡西伊豆町仁科521-185

RISE CAFE

賀茂郡西伊豆町仁科521-35

あるもんで

賀茂郡西伊豆町仁科2107

FUTO-BEACH HOUSE

賀茂郡西伊豆町仁科2220-3

串特急仁科店

賀茂郡西伊豆町仁科460-3

四季の里 まきば

賀茂郡西伊豆町宇久須245-1

かつ善

賀茂郡西伊豆町仁科430-8

喜久屋

賀茂郡西伊豆町仁科803の2

SeaDog

賀茂郡西伊豆町安良里1010-7

スナックジュリアン

賀茂郡西伊豆町仁科1755-1

ジオパラダイス西伊豆

賀茂郡西伊豆町仁科867-1

じゃじゃ馬

賀茂郡西伊豆町仁科384の1 鈴木ビル2階

はちのす

賀茂郡西伊豆町仁科484-5

レストラン る・れーぶ

賀茂郡西伊豆町安良里347-1

スナック 寿々

賀茂郡西伊豆町仁科872-1

シャレード

賀茂郡西伊豆町田子1155-1 2階

Satouya

賀茂郡西伊豆町仁科257-2

河津屋食堂

賀茂郡西伊豆町仁科1111番地の1

IRiYA

賀茂郡西伊豆町仁科814-186

佳倉

賀茂郡西伊豆町仁科357番地の2

居酒屋 ＆ BAR T's

賀茂郡西伊豆町仁科486-1

やきとり『ゆたか』

賀茂郡西伊豆町仁科1111-1

スナック MAKI

賀茂郡西伊豆町仁科446の4

天窓洞茶屋 松丸

賀茂郡西伊豆町仁科2104の2

伊豆半島ジオパーク 西伊豆ビジターセンター こがねすと

賀茂郡西伊豆町宇久須3566-7

西天城高原 牧場の家

賀茂郡西伊豆町宇久須3609-1

黄金崎クリスタルパーク

賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3

シーサイドレストラン「ウィンディ」

賀茂郡西伊豆町仁科2048番地の1

Little Island

賀茂郡西伊豆町宇久須251-1

やぶ誠

賀茂郡西伊豆町宇久須430-1

さかなや食堂

賀茂郡西伊豆町田子1603番地の5

まんまる茶屋

賀茂郡西伊豆町宇久須273の1

スナック「桜」

賀茂郡西伊豆町仁科1896-3

幸華

賀茂郡西伊豆町宇久須448-7

菊水

賀茂郡西伊豆町仁科802-4

店舗名称
沖あがり食堂

店舗所在地
賀茂郡西伊豆町仁科980-6

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

店舗所在地

イタリアンレストラン サルーテ

賀茂郡松崎町那賀170の9

松翠

賀茂郡松崎町松崎313-5

プロヴァンス・ド・すずき

賀茂郡松崎町道部103-3

かわいいお宿雲見園

賀茂郡松崎町雲見401

とんかつ一力

賀茂郡松崎町桜田62-10

民芸茶房

賀茂郡松崎町松崎495-7

回転ずし 伊豆ととや

賀茂郡松崎町江奈269-1

食彩久遠

賀茂郡松崎町松崎316-8

道の駅花の三聖苑伊豆松崎

賀茂郡松崎町大沢20-1

浜の家食堂

賀茂郡松崎町雲見391

凪

賀茂郡松崎町江奈620-1

スナックラッキー

賀茂郡松崎町松崎311-1

炭焼宝

賀茂郡松崎町江奈259-9

三好

賀茂郡松崎町松崎322-8

うなやす

賀茂郡松崎町江奈134の1

独楽

賀茂郡松崎町宮内291-4

和食処 心

賀茂郡松崎町道部55-1他

焼肉 大門

賀茂郡松崎町松崎355

アイビー

賀茂郡松崎町宮内43-1

ファミリーレストランいせや

賀茂郡松崎町江奈273の1

きくや

賀茂郡松崎町江奈360-6

HOUEI

賀茂郡松崎町江奈214-3

企業組合 であい村蔵ら

賀茂郡松崎町松崎319-1

鮎の茶屋

賀茂郡松崎町大沢281

伊豆まつざき荘

賀茂郡松崎町江奈210-1

