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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 【磐田市】
店舗名称

店舗所在地

はなの舞 磐田北口店

磐田市中泉375 リベーラ磐田１F

居酒屋 藍

磐田市今之浦3丁目10-3 今之浦マンション102

ホテルルートイン磐田インター

磐田市見付1845-1

からん

磐田市新貝1541

むつみ屋アミューズ豊田店

磐田市上新屋499-1

たこりき屋本店

磐田市岡41-3

元町珈琲 磐田見付の離れ

磐田市見付1299-1

磐田グランドホテル

磐田市岩井2280

釜めし とらや

磐田市一言276-2

和食麺処サガミ磐田店

磐田市見付1853-1

スナック 水星

磐田市今之浦3丁目15-1

スナックＡＫＩ

磐田市中泉597-2

呑み食べ処 菜月

磐田市中泉三丁目5番地7

くれたけインいわた （ケーズカフェ）

磐田市中泉3300-７

牛角 磐田店

磐田市鳥之瀬82番地

バーガーキング アピタ磐田店

磐田市今之浦三丁目1番11

らあめん花月嵐磐田店

磐田市上岡田1038-5

酒場 小八

磐田市森下87-3

凛や

磐田市中泉3720番地の1

富士園

磐田市西貝塚606番地1

富士園 別館

磐田市見付218-1

タリーズコーヒーららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

KOTA CAFE

磐田市気子島1572-14

サイゼリヤ磐田鳥之瀬店

磐田市鳥之瀬87-1

サイゼリヤアピタ磐田店

磐田市今之浦3-1-11アピタ磐田1階

鳥春

磐田市中泉2502-1

初寿司

磐田市掛塚939

鎌倉パスタ

磐田市高見丘1200番地ららぽーと磐田2F 2050区画

SHUBHABIHANI 磐田店

磐田市宮之一色421

麺処かつお商店

磐田市城之崎4-8-3東

和食さと磐田見付店

磐田市見付6038-5

ケアハウスゆやの里 喫茶ほのか

磐田市加茂395

星乃珈琲店磐田南店

磐田市上岡田116番地1

Little Garden

磐田市三ケ野313-12

黒田屋＋S

磐田市上岡田116番地1

かつさと豊田町店

磐田市立野493-1

5g

磐田市福田464-1

泰宝

磐田市新出字一丁田430-1

駿河寿し

磐田市三ケ野台29-3

むさしの森 Diner ららぽーと磐田

磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田2Ｆ

サントス（Suntos&OGbar）

磐田市国府台26-17

A.O.C.

磐田市中泉993-2 中泉栄町テナント２F

店舗名称

店舗所在地

Cafe & Dining toko toko

磐田市富士見町1-16-2

かつさと福田店

磐田市福田3113

しゃぶ菜

磐田市高見丘1200 ららぽーと磐田

ikocca

磐田市上万能158-4マンションKM-2

台湾料理 洲琳

磐田市城之崎2-7-4

本家さぬきや磐田店

磐田市下万能410番地1号磐田の湯内

ビストロ・ラパン

磐田市万正寺251-１

焼肉工房火の国

磐田市今之浦3丁目11-2

ステーキハウス今之浦

磐田市今之浦4-21-9

味鮮食堂

磐田市福田中島268番地

福義

磐田市見付2835-1

スナックリメンバー

磐田市城之崎2-6-12

寿司徳

磐田市豊島1355-4

和りょうり つるのや

磐田市天竜356-1

若宮

磐田市西貝塚2023

らーめん ヤマシロ

磐田市富士見台3-1

ココス磐田弥藤太島店

磐田市弥藤太島542-1

カレーハウスCoCo壱番屋磐田鳥之瀬店

磐田市鳥之瀬６６

先斗

磐田市中泉2227-4

ラウンジ 木蓮

磐田市城之崎1丁目1-6

磯光

磐田市小島985

大川屋

磐田市小立野465-1

肴家 にいつ

磐田市西貝塚558-4

すし天やまだ

磐田市小島779

スナック天牌

磐田市豊浜中野1209-2

ジョイフル磐田豊田店

磐田市下万能413

ゴディバ ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200ららぽーと磐田区画1341

宝寿し

磐田市豊浜中野593

ジョイフル磐田福田店

磐田市福田1356-1

REBOURS

磐田市豊島315-1

GREEN

磐田市中泉630-18 磐田駅前ビル３階A

味匠 天宏

磐田市見付3884-5

遊膳酒房・吉

磐田市中泉630-18 磐田駅前ビル３F

焼鳥Ren

磐田市城之崎3丁目5-13

びぎ屋磐田店

磐田市小立野290

SCHWARZE KATZ

磐田市草崎923-2

味処 道

磐田市安久路2丁目21-1

食の畑KAZU

磐田市中泉2197-2

三博寿し

磐田市富丘870-1

SNACK Kei

磐田市西貝塚558-4

スナック 舞姫

磐田市森下348-1

焼蔵まるや

磐田市福田中島793-3

hygge

磐田市藤上原85-5

麺屋さすけ

磐田市大原1385番地1

店舗名称

店舗所在地

有限会社しまごん

磐田市南田264

有限会社魚邦

磐田市豊岡5532

集会所 山鉄

磐田市一言3257

スナック 香澄

磐田市福田中島268

めしや味平

磐田市天龍1151-1

美苑

磐田市中泉623

有限会社 寿

磐田市中田614-1

Caf RED ROSE

磐田市白羽387-3

手羽餃子食堂 けん爺

磐田市安久路2-1-1エリア21アクロスカイA2

串の坊

磐田市国府台35-6

あぶりや縁

磐田市竜洋中島951-1

御食事処一八

磐田市明ケ島原8-1

末麿

磐田市今之浦3-15-1Vタウン105

Bistro S

磐田市中泉1丁目5-13

スシロー磐田店

磐田市一言2582-3

磯松

磐田市富士見町1丁目27-1

LOUNGE LUNA

磐田市中泉604ｰ6 JisB.YS 2F

スローライフ まる天

磐田市中泉2290-1ハイツサハラ1階北側

おやつ泥棒

磐田市豊岡2852番地1

酒肴 門

磐田市見付3961-1

edamame.imanoura

磐田市今之浦2-9-7

ピッツェリア ウーノウーノ

磐田市富士見台1-1

行雲

磐田市中泉623番地1F

バーンテーブル

磐田市今之浦2-8-2

なかや

磐田市上野部1649番地の1

角打ち茶屋

磐田市岩井2043

築地銀だこ ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

抱擁

磐田市見付3052-1

バードキング磐田本店

磐田市二之宮東17-4

実演手打うどん杵屋

磐田市高見丘1200番地ららぽーと磐田内2F

さかきやmama

磐田市城之崎1-1-6

LIFE CURRY Pariwar

磐田市福田1210-7

とんかつ新宿さぼてん

磐田市高見丘1200番地ららぽーと磐田2階

台湾料理 九龍閣

磐田市福田1359-1

cafe & bar 10+

磐田市城之崎4丁目1-9

千寿苑

磐田市上岡田994-8

サンマルクカフェ アピタ磐田店

磐田市今之浦3丁目1-11

やまた

磐田市豊岡6790-1

うまみ処 六番

磐田市岩井3164-2

お好み村 のりさん

磐田市中平松449番3

bar bourbon

磐田市豊岡6861-3

肴めし 寿毘

磐田市富士見台1ｰ6

サウンドパブぐりーん

磐田市岡999-1

桝形

磐田市小立野343-1

店舗名称

店舗所在地

つけめん専門破天荒

磐田市今之浦4丁目21-7

凜喜桜変

磐田市国府台9-3

あくり

磐田市中泉245-1

風香

磐田市城之崎4-8-3

カフェレスト STORY

磐田市豊岡6382

仲見世

磐田市中泉591-1イーストスクエアビル1F

和風スナック 雅子

磐田市豊岡6854-6

Back Yard Dog

磐田市川袋1850

ジョリーパスタ磐田店

磐田市今之浦4-17-11

居酒屋 千草

磐田市小島582-4

酒肴 じゃん

磐田市中泉593 1F

イタリアンレストラン ラ・カンティーナ

磐田市二之宮629

らーめん居酒屋 へのかっぱ

磐田市中泉630-18

ラウンジヴァシュロン

磐田市中泉593番地2階

Snack Pige

磐田市中泉630番地18磐田駅前ビル1階1-C

らーめん一番星

磐田市森下1001-8

麺屋はやたろう 磐田店

磐田市上岡田713-1

わく

磐田市安久路1丁目4-7

あづまや

磐田市見付3032-2

春駒

磐田市中泉601

中国料理 華々

磐田市鳥之瀬115-2

山内農場

磐田市中泉一丁目5番地12 1階2階

スナック・チャチャら

磐田市城之崎1丁目1-10

エクセルシオールカフェららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200ららぽーと磐田1F

魚民磐田北口駅前店

磐田市中泉一丁目5番10ヤマタネ磐田ビル1階2階

天八

磐田市城之崎1-1-15

わらじや

磐田市上本郷1006-7プレイスライフ101

ライダーハウス＆居酒屋KEN

磐田市豊岡6788-1

DAIning for you

磐田市中泉375リベーラ磐田112号

パブ パラダイス

磐田市西島429-1

香鶏

磐田市元天神町5-9

永田屋

磐田市新貝1149-1

カラオケ＆パブ Story

磐田市今之浦3-3-2ジョナサン今之浦ビルF号

for you

磐田市中泉三丁目5番地10

有限会社沖之寿司

磐田市城之崎4丁目9-2

安来屋

磐田市豊浜中野640-1

喫茶ペンギン

磐田市国府台57番地7

LION

磐田市中泉630番地8ルート第二ビル3階

次郎丸

磐田市西貝塚3667-25

ドリーム

磐田市岩井2353-1

手打ちそば 戸松

磐田市城之崎4丁目8-3

OSS

磐田市中泉591番地1イーストスクエアビル1－2

天竜そばみかわ庵

磐田市今之浦4丁目19-5

天竜そばニュー藤屋 磐田店

磐田市小立野232番地

店舗名称

店舗所在地

まる舞

磐田市安久路2-1-1

すず音

磐田市下太384-1

喫茶＆スナック伊奈穂

磐田市万正寺598-1

本手打ちうどんそば さぬき庵

磐田市大当所180-6

南大門

磐田市三ケ野台27-1

ラウンジ ROPPONGI-2

磐田市海老塚697番地1 1階

餃子 七福

磐田市上岡田810-1

宝来

磐田市岡字宮廻122-1

ダーバン

磐田市城之崎2丁目6-16

御食事処ぶんぶく

磐田市大原1400

てんみ 磐田店

磐田市中泉624

ロンフーダイニング

磐田市高見丘1200

一刻魁堂

磐田市高見丘1200

新角

磐田市中泉2403-2

ひょうたん 磐田店

磐田市中泉630番地6

すゑひろ

磐田市上神増304の１

彩

磐田市豊島1475-3

かわな

磐田市大原3936-3

み処 信

磐田市豊浜3036-4

ディッパーダン ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

ぼんぼり

磐田市中泉4丁目1-10

Ｖ3

磐田市豊岡6812-2

たちばな

磐田市三ケ野台27-1

海鮮ダイニング 和ごみ

磐田市福田中島268

居酒屋 琴

磐田市南田244の3

サウンドパブ ペントハウス

磐田市宮之一色27

スナック えみ

磐田市城之崎1丁目1-10

一流

磐田市中泉459-1

カラオケスナック ゆう

磐田市森本529-1

スターバックスコーヒー ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

炭焼・食菜 ふじまさ

磐田市中泉596-2

連凧

磐田市中泉630松浦ビル1F

墨乃苑

磐田市気子島1563-6

スターバックスコーヒー 磐田見付店

磐田市見付6039-2

居酒屋ダイニング 来

磐田市今之浦3-15-1Vタウン101

スナック あっけらかん

磐田市大久保492

くいしんぼ

磐田市東平松688-2

居酒屋 かも

磐田市加茂川町3421-1

青苑

磐田市小島578-2

おーちゃん

磐田市城之崎1丁目1-10

スナック エウレカ

磐田市中泉6102

辰味家

磐田市中泉1-8-8

ヤングパブ DUCK

磐田市国府台78-5

スナック楓

磐田市大原92

店舗名称

店舗所在地

居酒屋 あ～ちゃん

磐田市笹原島108-1

カラオケ喫茶たんぽぽ

磐田市上大之郷360-4

9INE

磐田市今之浦三丁目3番地2ジョナサン今之浦ビル2階1

カラオケ喫茶 ブルーアイ

磐田市上大之郷360-3

千鳥足

磐田市向笠竹之内1311-12

カラオケスナック 洋子

磐田市福田中島268

炭焼きレストランさわやか磐田本店

磐田市今之浦4丁目4-6

cafe mogmog

磐田市二之宮702-1

みちのく

磐田市西町610-2

花木鳥

磐田市下本郷176-3

ムーミン

磐田市立野2036-1

ホワイトハウス

磐田市大原158-3

ようこそ

磐田市豊岡6864-3

ラウンジ カノン

磐田市中泉2787-9

牛車

磐田市福田中島268

沖

磐田市福田1244-2

メルヘン

磐田市城之崎2丁目7-1

ゆめかつ 磐田店

磐田市安久路1-1-5

one too many mornings

磐田市豊田西之島259

居酒屋 うたかた

磐田市森下641-1

みちくさ

磐田市向笠竹之内121-5

スナック ゆかり

磐田市中泉1267-4

魚時

磐田市福田中島1390

炭焼きレストランさわやか 豊田店

磐田市森下1002-3

おせんや食堂

磐田市豊浜1068-5

台湾料理 美味館

磐田市上岡田985-1

DREAM STAGE 胡蝶蘭

磐田市中泉375リベーラ磐田102

池鮨

磐田市豊岡6790-1

七福 草崎店

磐田市草崎582-1

中村屋

磐田市駒場2-25

キッチンカフェ どんぐり

磐田市海老島685-5

いち恵

磐田市西貝塚3670-2

四姫

磐田市鳥之瀬236

ながら

磐田市旭ケ丘630-2

らーめん 宗谷

磐田市宮之一色416-5

with woman

磐田市中泉1267番地の4

茶間亭

磐田市大泉町4-5

呼亞良

磐田市小島378

呼亞良2

磐田市小島378 1F

しちりん

磐田市中町243-1

歩

磐田市岩井2383-1

味街道 魚々よし

磐田市西貝塚3332-3

アンナ

磐田市向笠西712-6

めん処 栄

磐田市中泉618-2

店舗名称

店舗所在地

豊岡国際カントリークラブ クラブハウス

磐田市敷地1460-1

寿し幸

磐田市福田4460-1

カフェバー 祇園

磐田市今之浦3丁目3-2

彩カルビ 磐田店

磐田市下万能413

雪国

磐田市上岡田715-6

や台ずし 磐田駅前町

磐田市中泉591-5磐田池谷ビル

arrie're

磐田市国府台6-6

天天

磐田市城之崎1-1-6

肴屋 魚彦

磐田市中泉四丁目4-14

家和楽

磐田市富士見町二丁目30-6

にぱち磐田駅前店

磐田市中泉591-5 磐田池谷ビル1F

居酒クラCOCO

磐田市中泉1720の4

スナック エピローグ

磐田市森下80-5

味処 玄太

磐田市上岡田863-8

讃岐うどん ことひら

磐田市岩井2353-1

どり．どりー

磐田市上本郷1017の2

十三

磐田市見付1946-8

華花

磐田市白羽527

焼肉どんどん磐田店

磐田市富士見台24-4

見附オノマトペ

磐田市見付2748-1

Fruits Bar AOKI ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200ららぽーと磐田

ゆきせ

磐田市西平松205

辻菊

磐田市中泉4809-12

ル・ポットフー

磐田市今之浦2-16-20

台湾料理阿里山

磐田市森下310

寿司・割烹 鳥善

磐田市向笠新屋698-20

寿司好

磐田市中泉1丁目4-19

ガーデンテラス居酒屋恋さん

磐田市城之崎2丁目9-11

有限会社 まつや

磐田市上新屋713-1

善

磐田市中泉619の1

さかなや道場 JR磐田駅前店

磐田市中泉633-1JR東海磐田駅構内

紀の国屋

磐田市中泉1535-1

美夜日

磐田市城之崎3丁目5-8

蔵や

磐田市今之浦3-15-1 105A号

コート・ダジュール磐田店

磐田市今之浦3-7-1

やきとり 壱番どり

磐田市今之浦5丁目9-11

みどり

磐田市森下700-11-102

Beam

磐田市城之崎4-9-8

イタリアンダイニングRe:HaLe

磐田市一番町見付1729-5

英

磐田市中田663-3

咲来

磐田市城之崎1-1-6

珈琲館 ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

おしどり

磐田市元天神町8-4

洋食屋 ぐるめ亭

磐田市宮之一色358-2

店舗名称

店舗所在地

ケンタッキーフライドチキン 磐田店

磐田市今之浦4丁目22-2

デンバープレミアム ららぽーと 磐田店

磐田市高見丘1200

スナック このみ

磐田市豊岡5422-1

福よし

磐田市城之崎1-1-10

かつや 静岡磐田店

磐田市国府台71-7

Zebra

磐田市今之浦三丁目15番地1

安久路

磐田市安久路2丁目41-24

Bar Horse

磐田市中泉2290番地1

猫

磐田市住吉町1526-1

居酒屋風スナック佳

磐田市宮之一色343-1

ドンク ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

やきにく燈火園

磐田市加茂1193-1

安楽亭 磐田店

磐田市見付4353-1

FROG 2

磐田市中泉東町591-1イーストスクエアビル2FD

五味八珍豊田町店

磐田市森下29

五味八珍磐田店

磐田市今之浦4-22-3

五味八珍 福田店

磐田市福田1348-1

駅前パブ

磐田市西町591-5

手打そば 北山

磐田市今之浦4-7-13

玉城うなやす

磐田市掛塚2105-1

IL CACCIATORE

磐田市中泉630-8ルート第2ビル1F

スナック あゆ

磐田市西貝塚3670-2

キッチン カバーズ

磐田市二之宮東3-1室田ビル1F

スナック 水月

磐田市国府台78-5スマイルハイツB-101

KING OF CHURROS

磐田市岩井2055-15 3

天ぷらの樹

磐田市城之崎2丁目7-1

株式会社 東豊

磐田市鮫島4119-1

鈴

磐田市城之崎4丁目13番地11

コメダ珈琲店 磐田今之浦店

磐田市今之浦二丁目8-11

みっちゃん

磐田市福田828

やなぎや

磐田市向笠竹之内1361-3

ことぶきや

磐田市鳥之瀬236

多幸亭

磐田市向笠新屋700番24

Everest Curry

磐田市安久路1-1-2

お食事処 やまに

磐田市塩新田53

庵磨

磐田市鳥之瀬234

いしまる

磐田市高木19-5

レストラン くろしぇっと

磐田市安久路1-10-1

串家物語ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

かっぱ寿司磐田店

磐田市今之浦3-12-3

カフェやまと 磐田店

磐田市上岡田847-1

カラオケ飲食店 海鮮

磐田市堀之内1425-4

さち福や

磐田市高見丘1200番地ららぽーと磐田2階

ポムの樹 ららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地

店舗名称

店舗所在地

東海園

磐田市福田中島1003

焔屋 串摩呂

磐田市西貝塚3657-14

いなりや国府台店

磐田市国府台86-5

サーティワンららぽーと磐田

磐田市高見丘1200

鳥新

磐田市西町596-8

らーめん無幻

磐田市鳥之瀬113-1

こころ

磐田市匂坂新33-3

マドンナ ポモドーロ

磐田市今之浦1-1-5

居酒屋 ぐっさん。

磐田市福田中島268

Grand Cafe

磐田市中泉375番地リベーラ磐田110

珈花

磐田市上岡田994-8

浜よし

磐田市大原1385-1

モスバーガーららぽーと磐田店

磐田市高見丘1200番地 ららぽーと磐田1F

さかもと

磐田市上万能493

久やま

磐田市上岡田847-1ハレルパルク2号

モスバーガー磐田店

磐田市今之浦2丁目9-2

ござや

磐田市駒場7004-6

零

磐田市鳥之瀬145-2

銀座カフェ

磐田市中泉1369-1

炉ばた焼き いろり

磐田市富丘837-3

ネパール・インド料理happy

磐田市高見丘1200

本多屋

磐田市中泉604-1

天晴

磐田市中泉(西町)624

RUNS

磐田市森下30-4

キャナリィ・ロウ磐田店

磐田市富士見台13-1

しおさい竜洋（レストラン）

磐田市駒場6866番地の10

絲

磐田市国府台99-17

カラオケ喫茶＆スナック ろーど

磐田市下大之郷182

caf'e azure

磐田市二之宮273番地1

居酒屋 シーナ

磐田市豊岡5422-1

九州魂 磐田駅前店

磐田市中泉375番地リベーラ磐田1F

美濃口園

磐田市西貝塚3677-6

和食処 はやし

磐田市森下563-2

鐘庵 磐田中泉店

磐田市848-1

鍾庵 磐田岩井店

磐田市岩井2332-4

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

店舗所在地

おけ屋食堂

掛川市大坂856

中国料理 好

掛川市大坂2170-3

沼津魚がし鮨 流れ鮨 掛川店

掛川市上西郷508-1 エスプラザ内

ホテルルートイン 掛川インター

掛川市矢崎町3番24号

beach bar Drop

掛川市連雀2-13 店舗番号17

ゆや

掛川市連雀2-13 本陣通り6番

ラヴリィ

掛川市横須賀1448

和食処 七海

掛川市大坂1601-2

大須賀物産センター サンサンファーム

掛川市大渕1456番地の312

みさき

掛川市駅前8-10 BSビル1F

いも汁処とろろ本丸

掛川市南二丁目14番2号

和食麺処サガミ掛川店

掛川市城西2丁目3番38号

小林屋

掛川市横須賀154番地

インド料理 デリー

掛川市大池2896-1

ドライバーズスポット天神屋NEOPASA掛川PA上り店

掛川市倉真7507-23

ドライバーズスポット天神屋NEOPASA掛川PA下り店

掛川市倉真5968-4

くずかわ茶寮 しゃぶしゃぶの寅や

掛川市葛川1177番地の2

凛や 掛川店

掛川市駅前3-13

大和田食堂

掛川市仁藤町1-4

竹の丸

掛川市掛川1200番地1号

二の丸茶室

掛川市掛川1138番地24号

微笑

掛川市三俣1376-1

牛角 掛川店

掛川市上西郷518-1

掛川グリーンヒルカントリークラブ

掛川市寺島1000

真砂館

掛川市倉真5421

キウイフルーツカントリーJapan

掛川市上内田2040

スナック雅

掛川市中央1丁目3-12恵福ビル1-Ａ・B

サイゼリヤ静岡掛川店

掛川市城西2-13-6

久

掛川市掛川448-3

パレスホテル掛川

掛川市亀の甲2-8-5

リバティーリゾート大東温泉

掛川市国安2808-2

ログカフェ MR. PAPA

掛川市子隣283-45

日本料理掛川

掛川市亀の甲1丁目3番1号1階

しゃぶ葉 掛川店

掛川市城西1丁目14-2

マンダリン

掛川市亀の甲1丁目3番1号1階

シルクロード

掛川市亀の甲1丁目3番1号 地下1階、2階、3階

アルカディア

掛川市亀の甲1丁目3番1号10階

ガスト 大東町店

掛川市大坂2814-1

ステーキガスト 西掛川店

掛川市細田245-1

魚五

掛川市谷の口町68

食彩酒房 えん

掛川市駅前7-17

カラオケMISSION掛川駅前店

掛川市駅前3番地13

店舗名称

店舗所在地

TACOCAFEメガドンキホーテUNY掛川店

掛川市大池2826

広島流お好み焼 鉄板焼 安芸

掛川市富部650-5

ココス掛川店

掛川市城西2-6-10

カレーハウスCoCo壱番屋イオンタウン大須賀店

掛川市西大渕3359

Julian.

掛川市南1丁目 6-11 サンメモリーハセガワ101号

OZ

掛川市中町2-1

ふらっと

掛川市連雀2-13本陣通11

ReQ

掛川市連雀2-13

季節料理 卯木屋

掛川市南西郷830-5

Tree Three Mountain

掛川市連雀2-13 4

カラオケキャッツ掛川店

掛川市駅前8-7KMビル3F

風蘭

掛川市掛川346

魚金

掛川市上西郷4094-8

麺屋さすけ本店

掛川市中央3丁目12-2

和や

掛川市仁藤41番地の2

喜楽

掛川市紺屋町5-1

居酒屋 掛川本丸

掛川市駅前8-5

肉食ダイニングあさひ

掛川市中町3-5川村ビル1階

煌

掛川市駅前8-3栄ビル1F

BAR 106

掛川市紺屋町5-15天佑ビル2F

樹

掛川市城下5-14

Club athome

掛川市駅前8番地の7 掛川KMビルディング5階

クス、クス

掛川市下俣南1-20-6

エトワール

掛川市紺屋町5-5

成家

掛川市西大渕3359

ITAMAE 遊穂

掛川市肴町7-15

八咫烏

掛川市連雀2-13

スリール

掛川市中央1丁目3-12恵福ビル1Ｆ

三晴

掛川市下垂木2249-1

じとっこ組合掛川駅前店

掛川市駅前3-3

酒楽食彩 吟丞

掛川市中央1丁目3-4

WAN GAL

掛川市駅前3番地の11 2階

Teatimeまるは

掛川市満水592

ひじり 聖

掛川市紺屋町3番5

MiNi LOUNGE RANDY

掛川市肴町2-8TOMBILD2 2階2

粋仙

掛川市中央1丁目4番地の1まるまんビル3D

遠州掛川食堂

掛川市小鷹町173

稲穂

掛川市中央1丁目3-3

たぬき乃かぎや

掛川市中央1丁目3-12 2F

中華菜房 喜々

掛川市弥生町158

和季会々 やま仁

掛川市三俣1370-1

Shang hang Buur

掛川市中央1丁目3-12恵福ビル1F

BOWLS KITCHEN OHANA

掛川市領家540番地

Club AIR

掛川市駅前3番地の11 杉村店舗1階

店舗名称

店舗所在地

花峰庵高山

掛川市細谷415

伝

掛川市中町3-12

炭焼き屋台

掛川市連雀2-13-2

笑い処MICHI

掛川市連雀3-7

花まる

掛川市下垂木2157-3

和魂洋菜 真味樓

掛川市駅前7-18

酒楽

掛川市肴町1番地の8

串ばる ちゃんとも

掛川市中央1丁目3-12 第一恵福ビル2-H

麺屋さすけ

掛川市上張676-1

樹々

掛川市本郷1480-3

季節料理いいだしてっちゃん

掛川市中央一丁目3番地2

Lounge VIP佐和

掛川市肴町1番地17KAICビル2階

てんみ 掛川店

掛川市駅前7-13

ZERO

掛川市城下3-3YSビル1F

ミスタードーナツ掛川店

掛川市大池2826

味千ラーメン掛川インター店

掛川市南2丁目23-13

Dyne

掛川市北門38

めんてい

掛川市中央1-3-3

スシロー掛川店

掛川市大池717-1

かつさとMEGAドン・キホーテUNY掛川店

掛川市大池2826MEGAドン・キホーテUNY掛川

KAKEGAWA 1番地

掛川市連雀4-5

二毛作

掛川市紺屋町3-4

S&G

掛川市中央一丁目3番地の12恵福ビル1-F

KINKAN

掛川市肴町1-11

季伝

掛川市弥生町67

自習室8

掛川市仁藤町6-14

台湾料理 広来

掛川市大坂619-1

お好焼 鉄板HOUSE KINGYO

掛川市上張284-3

カレーハウスCoCo壱番屋 掛川久保店

掛川市久保1丁目3番1号

カレーハウスCoCo壱番屋 掛川国一店

掛川市成滝448-1

和食処大松

掛川市千浜5627

新泉

掛川市掛川606番地の2

手羽先アゲ太郎

掛川市連雀2-13 掛川本陣通りNo16

したたむ

掛川市初馬4394

かすたねっと

掛川市駅前8番地の10BSビル2階

スナック ベンチ

掛川市宮脇2-11-30

トラットリア・バールカルド

掛川市駅前12-6

豚骨ラーメンとまぜそば池めん掛川店

掛川市細田225

ラストシーン

掛川市中央1-3-4

呑楽炉

掛川市連雀2-21

居酒屋 くまごろ

掛川市長谷1丁目12-6

夜生

掛川市肴町1の9

ひいらぎや

掛川市中町3-4戸田ビル1F

旬菜手料理 Dining HaNa

掛川市中央1丁目4-2タウンビル1F

店舗名称

店舗所在地

台湾料理 九龍閣

掛川市北門24

台湾料理 九龍閣 大東店

掛川市中2722-1

十八番

掛川市肴町1-7

かっちゃんの台所 あがらっしゃい

掛川市中央1-5-1

カラオケ喫茶 一向陽

掛川市上西郷407番地の1

いわとら

掛川市中町3-4戸田ビル2F

ゆで太郎・もつ次郎 掛川店

掛川市梅橋328-3

Food Labo 房’s

掛川市紺屋町6-13 1F

福助ラーメン

掛川市南1丁目10-8グランドコーポラス103

食 みうら

掛川市葵町448-8

ジョリーパスタ掛川インター店

掛川市矢崎町3番地の1

季節料理月 さやか

掛川市南2-8-1

一輪

掛川市連雀2-22

ASH

掛川市西大渕4219-1 2F西

かりん亭

掛川市城西2-6-1

鶏和食ダイニング 鶏のGeorge

掛川市駅前1-3駅前第１ビル 1階

Ｓｅ ｌｉｅｒ ａ

掛川市南2丁目8-1

Homey

掛川市紺屋町6-11アルスプラザ2階

味処じゅうばん

掛川市大坂465-1

愛

掛川市紺屋町5番地の15天佑ビル1階

愛来

掛川市駅前3-6杉田ビル1階3号室

株式会社道の駅掛川 旨い処喫茶部

掛川市八坂882-1

ビュッフェ テラス

掛川市満水2000

つま恋 ジャルダン

掛川市満水2000

魚民掛川南口駅前店

掛川市南1-1-1アスティ掛川1階

恋千浜

掛川市千浜5011-1

株式会社 道の駅掛川 旨い処レストラン部

掛川市八坂882番地の1

晩酌家

掛川市中町3-20

左がわ

掛川市肴町1-17KAICビル1F西

居酒屋 tete-a

掛川市三俣1370-1

光鮨

掛川市上西郷418番地の1

魚角

掛川市寺島774番地

よかよか

掛川市連雀2-13本陣通り12

バラ

掛川市中町3-15

ネパールレストラン ガネーシャ

掛川市葛川613-3

酔ZOKUKAN

掛川市中町3-2

ソフィア

掛川市中町3-2、3-3

椎の木屋

掛川市領家1495-1

宴会処 居酒屋 たる八

掛川市紺屋町6-9

エイト

掛川市横須賀113

トムヤム食堂

掛川市中町3-19

もも

掛川市浜川新田513-3

にんちゃんち

掛川市長谷197-2

掛茶料理むとう

掛川市上張830

店舗名称

店舗所在地

AMERICAN BEER BAR XYZ

掛川市紺屋町3-5 TOM BILD 3 2F

かねきや

掛川市横須賀1413-1

Cafe Riad

掛川市家代の里2丁目5-7

とんかつ まえだ

掛川市金城99

源六

掛川市中央1丁目7-8

ビッグボーイ 掛川大池店

掛川市大池2905-1

よろず屋

掛川市南2丁目8-1

麒麟楽部

掛川市中央1丁目3-12

izakaya SABURO

掛川市中央一丁目4-1まるまんビル 1F

カラオケバー あらよっと

掛川市中央1-4-1 ビル３F

琉球居酒屋 宮古

掛川市駅前9-12

旬菜 飯田

掛川市下垂木2192-49

くろ川

掛川市肴町3-1

スタミナ苑

掛川市久保2-3-6

奥之谷

掛川市大坂3756-3

げんべゑ

掛川市紺屋町6-11

せんりゅう

掛川市大坂913番地

佐々木屋

掛川市横須賀1434-3

竹うま

掛川市大渕6338番地

irie cafe

掛川市成滝600-1SBSマイホームセンター掛川展示場内

ビーバー

掛川市大渕6475-1

丸一食堂

掛川市横須賀561番地

食工房 やませ

掛川市西大渕5665-1

うなぎの熊切

掛川市中3411-1

岡本

掛川市三俣1393-7

松の鮨

掛川市三俣1393-4

クラブ パルコ

掛川市中633

じんじん

掛川市横須賀1357番地

小柳屋

掛川市横須賀67

魚幸

掛川市中方465-2

花吹

掛川市西大渕247-5

うお鶏 掛川

掛川市城下4-5 安間ビル2階

炭焼きちっち

掛川市肴町7-15洋電ビル1F東

いこいこ

掛川市駅前9番地の8山崎第一ビル2階東側

よってって

掛川市西大渕4453-7

天城

掛川市城下4-1

居酒屋 帆亜

掛川市大坂446-1

Mama's

掛川市満水30-1

Bar

スナック メルシー

掛川市三俣1392番地の1

炭焼きレストランさわやか掛川本店

掛川市大池3001-1

有限会社武寿司

掛川市掛川29

公希林

掛川市千浜4197番地の3

かりゆし

掛川市浜野1957-1

キネマ食堂

掛川市下俣173番地

店舗名称

店舗所在地

よこづな

掛川市塩町8-22

連凧 掛川店

掛川市連雀2-12

ホルモンハウス

掛川市高瀬27番地の1

しゃかりき政平

掛川市中町1-3

桜之華

掛川市連雀2-13 本陣通り5番

ホルモン太陽

掛川市和田105-3

Cafe Bistro VIVRE SA VIE

掛川市小鷹町176

醍醐

掛川市連雀2-18

AOI kitchen&bar

掛川市杉谷一丁目10番34号

Combi-2

掛川市下垂木2651-1

彩

掛川市大池2766番地の１

魚処 粋

掛川市富部650-6

ひらめの宿

掛川市横須賀489

ことのや

掛川市連雀4-13

海鮮 四季

掛川市小鷹町110

株式会社 橋場屋旅館

掛川市菊浜100-3

美浜

掛川市千浜4532

Witches

掛川市肴町7-15洋電ビル2F

養老乃瀧 大東町店

掛川市大坂1042番地の2

特定非営利活動法人 風の家

掛川市緑ケ丘1丁目9-5

ひととき

掛川市連雀2-13 本陣通り15番

居酒屋 岬

掛川市下垂木1674-1

福寿司

掛川市中町1番地の4

えみ

掛川市大坂444-3

コーヒー専科ぎょくろ

掛川市金城134番地

逢敬

掛川市紺屋町2番地の2アーバンライフ掛川1階102

MAXCAFE 掛川

掛川市中央1丁目5番2号

割烹 喜楽

掛川市沖之須275-4

和風スナック 大連

掛川市三俣1370-1

満泉亭

掛川市中3527番地

路草

掛川市紺屋町3-11-1F

かくれんぼ

掛川市各和877

まる福

掛川市中央1-23-6

大石農場ハム工房

掛川市沖之須451-3

はあふ

掛川市葛川66

スナック 叶

掛川市十九首57-3

林檎館

掛川市谷の口町69-3

スターダスト

掛川市緑ケ丘1丁目11-10

台湾料理 福旺

掛川市国安2241-1

水車酒店

掛川市倉真1598-3

Good Times

掛川市中央１丁目4-1

馬酔木

掛川市肴町1-2

幸来里

掛川市南1丁目6-11サンメモリーハセガワ 103

掛川姉妹都市 イタリアン ペーザロ

掛川市城下6-12

店舗名称

店舗所在地

華月苑

掛川市本郷211-1

居酒屋 楽らく

掛川市紺屋町2-2アーバンライフ掛川101

コップ酒ゆき

掛川市下垂木1180番地の17

くろべ

掛川市金城18

焼肉居酒屋 中村屋

掛川市本郷111-24

Gimik

掛川市掛川642-10

ちょっとこ

掛川市上西郷609番地の2

絆

掛川市紺屋町5の3

パブ トワイライト

掛川市中央一丁目3-4 2F

スナックルージュ

掛川市下垂木2321番地の4

ポップコーン

掛川市駅前8番地の6

友

掛川市北門35

魚嘉

掛川市肴8-12

いちもん

掛川市初馬342-4

居酒屋 よりみち

掛川市上張511-1

あじ助

掛川市駅前3-8

らーめん 若虎

掛川市細田203-4

casual bar Bochi Bochi

掛川市肴町2-9

株式会社 かねも

掛川市掛川70

や台ずし 掛川駅北口町

掛川市駅前5-12ポレスター掛川ステーションレジデンス1F

はまっ子

掛川市大坂694番地

DE

掛川市弥生町67

志のぶ

掛川市中央1丁目5番1号

信華園

掛川市南一丁目10番8号

奴

掛川市成滝581番地の2

ラウンジ麗

掛川市中央1丁目3番地の2 TOM BILD2F

13番倉庫

掛川市弥生町61-8

カラオケカフェ ころん

掛川市大坂444-3

天金

掛川市肴町1-16

パブ 洋子

掛川市七日町224番地

中華料理 錦綉

掛川市弥生町201の1

彩り料理 このは

掛川市中央1丁目4-15望月ビル2F

鐘庵 掛川小笠パーキングエリア店

掛川市下俣字菖蒲ヶ谷214-37

かじ花

掛川市中3403番地

旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ掛川北口駅前店

掛川市駅前1-9

感激どんどん 掛川店

掛川市大池2901-1

備長炭焼 遠州葵家

掛川市肴町1-10肴町スズキビル1階

モスバーガー掛川緑ヶ丘店

掛川市緑ケ丘1丁目25-1

餃子と串カツ 遠州誠家

掛川市肴町2-9

飲食処 かみ源

掛川市西大渕5285

巴屋

掛川市肴町5-3 1F

軽食喫茶「檪」

掛川市西大渕6560-29

costume club CHOPPER

掛川市肴町1番地の17KAICビル5階

おりがみ

掛川市紺屋町6-4

店舗名称

店舗所在地

肴美酒 中山

掛川市南1-16-9

club NARS

掛川市肴町2番地の9 2階

槐

掛川市水垂796-8

タイムスクラブ マーベラス

掛川市肴町1番地の17KAICビル4F

お食事処 ゆたか

掛川市七日町40番地

TEMPERO DE CASA

掛川市仁藤1-13

FREEDOM

掛川市城下6番地の18

COCOでナイト

掛川市紺屋町5-5 1階

旬鮮煮物処もきち

掛川市弥生町40

ラウンジ ルフージュ

掛川市紺屋町1-5

パブスナック 優美

掛川市中央一丁目3-12恵福ビル1階E

炭焼きレストランさわやか 掛川インター店

掛川市矢崎町3番地15

炉ばた憩

掛川市中央1丁目3番5号

琴菊

掛川市中央1丁目3-4 1F

とおやま食堂

掛川市大池2752-1

おんすしところほうらい

掛川市下俣南1丁目20-5

Bar Watson

掛川市紺屋町6-11

魚一

掛川市上土方落合1107番地

花菱

掛川市城下5番地の14神谷店舗1階東側

居酒屋 おふくろさん

掛川市杉谷1丁目7-6

酒縁すぎむら

掛川市中央1丁目4-2タウンビル1F

たぬき

掛川市上西郷418番地の1

喜縁旬菜ZIKAN

掛川市塩町2-10

多加良

掛川市本郷567-1

舞夢

掛川市横須賀1337番地の1

池田屋

掛川市掛川584

望夢花

掛川市中町3-12

おとさ

掛川市沖之須306

中山酒店

掛川市上西郷4639

さくら食堂

掛川市連雀4-9

アンフォラ

掛川市連雀3-9

Pastime

掛川市連雀2-22

橙

掛川市紺屋町6-11

やきとり吉鳥

掛川市駅前7-16

レストラン ベル・エポック

掛川市子隣327-1

コローレ掛川店

掛川市大池3008番地

ケンタッキーフライドチキン MEGAドン・キホーテUNY掛川店

掛川市大池2826番地

ふじの坊 膳

掛川市南1丁目1番地1号 アスティ掛川駅構内

CHERRY’S RESTO BAR

掛川市連雀2-13 本陣通り8

料理 山崎屋

掛川市駅前7-17

味処 ふじのや

掛川市長谷字小出ヶ谷1319-29

串揚げ専門店 串よし

掛川市本郷520番地の1

手打ち蕎麦くにえだ

掛川市三俣1568番地の1

飲み屋 ちょいちょい

掛川市横須賀218

店舗名称

店舗所在地

麺屋三丁目 掛川支店

掛川市中央高町97

おばこ

掛川市肴町3-8

魚平支店

掛川市本郷1432番地の7

ぴょんきち

掛川市中央1丁目3-12恵福ビル1-Ｄ

株式会社 ミオス ミオス菊川カントリークラブ

掛川市小貫1357

寿司正

掛川市千浜3766-4

鮮彩Dining29

掛川市駅前4-3横山薬局ビル2階3階

MAX'S DINER

掛川市領家529-1

居酒屋 梟の木

掛川市肴町1-13 蓮福寺ビル2F

Cafe Frais

掛川市南西郷458-4

スナック花づみ

掛川市上張498-4

Antique Cafe Road

掛川市大野1776-7

ナイトパブ ちゃチャ

掛川市紺屋町2-4

うさぎと亀

掛川市駅前7-13

クラブ 妃酔

掛川市駅前3番地の6杉田ビル2階3号

クラブ フォーエバー

掛川市紺屋町6番地の1泉屋ビル2階

愛

掛川市上西郷283番地の5

戸塚屋

掛川市国安957-1

酒房 一久

掛川市中町3-2

中華麺飯食堂 金の豚掛川店

掛川市葛川1089-1

サラ

掛川市駅前9-14

投票処

掛川市連雀2-13

丸亀製麺掛川

掛川市大池2930-3

Creek’s cafe

掛川市掛川1070-12

コメダ珈琲店掛川宮脇店

掛川市宮脇一丁目15-12

宇宙キッチン ナーティー

掛川市大渕8842-1

夢庵 イオンタウン大須賀店

掛川市西大渕3333

居酒屋のぶ

掛川市紺屋町2-4

るーじゅ

掛川市中337-1

新時代 FC掛川店

掛川市紺屋町6-7ステーションビル1F

居酒屋 ぷかぷか

掛川市下垂木2321-4

イタリア料理 オステリア ライベン

掛川市上屋敷11-15

Bloom

掛川市駅前12-6

スナック santa fe

掛川市横須賀614番地の1

amour

掛川市駅前8-3栄ビル3F

喫茶 陽だまり

掛川市中宿192-1

スナック ほたる

掛川市肴町10-4

うおゆう

掛川市紺屋町6-1泉屋ビル1階

たきち

掛川市紺屋町5-2番地

さんぱち屋

掛川市紺屋町6-4

Pacchi

掛川市駅前1-8ターミナルホテル1F

掛川食番楽 遠州屋 本店

掛川市肴町1-15

カレー・ザ・ロック

掛川市大坂539大東ショッピングプラザ内

Club Ariana

掛川市紺屋町6番地の7ステーションビル地下1階

店舗名称

店舗所在地

ナイトシーンルーム

掛川市中央1-3-12第2恵福ビル2F

PUB COCOLULU

掛川市中央1丁目3-12

たかの

掛川市肴町1-13

パブハウス 聖夜

掛川市宮脇35-1

勝富 掛川店

掛川市細田210

麺屋すぎ多 掛川店

掛川市紺屋町5-5

WINEBAR GLITTER

掛川市駅前5-12-102

ちゅうりっぷ

掛川市家代192-8

魚美津

掛川市日坂182-2

摩天楼

掛川市掛川390-6

八百甚

掛川市横須賀113番地

赤ずきんちゃんのおもしろ農園

掛川市大渕1456-320

BAR DON

掛川市紺屋町3-1

サーティワンアイスクリーム MEGAドン・キホーテUNY掛川店

掛川市大池2826番地

さんめいと

掛川市中3527

五味八珍 掛川店

掛川市大池2953-1

居酒屋風 喜多楼

掛川市駅前9-13

睦月

掛川市緑ケ丘1丁目13-7

福田寿し

掛川市二瀬川1-10

AMBER

掛川市連雀2番地の21連雀佐藤店舗1階

ジェット家

掛川市中央1丁目22-2 103

やきとり家すみれ 掛川店

掛川市紺屋町1-1

僕家のらーめん らくがき

掛川市杉谷1-7-6１号

然舎

掛川市板沢1945-11

PHILIPPINEPUB JEWEL

掛川市駅前1番地の8中央ビル3階

焼肉屋さかい掛川店

掛川市大池635-3

和風スナックさち

掛川市肴町9-3

有限会社 大手門うおそう

掛川市城下8-3

来来亭 掛川店

掛川市大池586

居酒屋 かいちゃん

掛川市大多郎129

くら寿司 掛川城店

掛川市北門1番1

鐘庵 掛川城西店

掛川市城西2-7-30

こ春

掛川市中央1丁目5-1

孫悟空

掛川市大坂2886番地の2

食事処 一馬

掛川市大池2138

九州魂 掛川駅前店

掛川市駅前1-8掛川ターミナルホテル2F

吉野家 掛川店

掛川市城西2-13-5

中華料理 東方美食

掛川市富部644-1

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

店舗所在地

はなの舞 袋井駅前

袋井市高尾町1-1 静岡第一袋井ビル2F

四六時中 イオン袋井店

袋井市上山梨4-1-1イオン袋井店2階

Salon

袋井市泉町1-2-8

和食麺処サガミ袋井店

袋井市国本森廻2560-1

UDEMAKURI DINING 厨's

袋井市愛野東二丁目7の4

赤から 袋井店

袋井市旭町1丁目9-1

ハウスレストラン レスペランス

袋井市堀越382-1

道とん堀 袋井店

袋井市堀越3-1-3

カフェ・ワイン アンド ダイニング カスティノ

袋井市川井1311-6

凛や 袋井店

袋井市堀越3丁目16-7

坂本屋

袋井市豊沢2761

牛角 袋井店

袋井市堀越3-19-13

いちなり

袋井市田町2-2-21

サイゼリヤイオン袋井店

袋井市上山梨4-1-1

ＢＵＮ ＣＨＡ ＨＡ ＮＯＩ

袋井市方丈一丁目4-6

バーミヤン袋井

袋井市旭町1-5-1

ガスト 袋井インター店

袋井市川井1143-1

焼肉ホルモン 火の国

袋井市川井71-2

すしのらく

袋井市高尾町9-22 2階

oyasai酒場 コミナミ商店

袋井市高尾町25-14グレイスガーデン高尾1階C

呑楽堂

袋井市高尾町9-22

ココス袋井店

袋井市川井1288－4

Good

袋井市川井963－1

Day Cafe

This Is Cafe袋井店

袋井市久能字穴田1901-1の一部

ダイヤモンド

袋井市堀越1800-1

ひょうたん

袋井市高尾町10－9

Bistrokaoru

袋井市新屋3丁目8-1

びぎ屋袋井店

袋井市愛野東2-12-3

ジョイフル袋井北店

袋井市上山梨4丁目1-26

串の木

袋井市久能1072-1

PAN

de NIQ

袋井市高尾町11-5

IZACAFE coo-kai

袋井市川井868-4

さかなや 魚八

袋井市堀越1丁目23－2薔薇1 101号室

Coo

袋井市川井951-4

炭火串家 はるきち

袋井市田町2-7-1

CLOVER

袋井市高尾町22-4 薔薇2-101

カラオケ喫茶花郷

袋井市方丈1-1-33

ナイトパブ ルーチェ

袋井市田町2-7-6

焼肉 よね

袋井市堀越1690-1

AKA2PARE

袋井市旭町2丁目9-1エステート旭町ビル102

居酒屋 くろべえ

袋井市浅羽1776-1

ふるさと

袋井市浅羽2295番3

店舗名称

店舗所在地

居食処 悠

袋井市上山梨235

株式会社静岡カントリー袋井コース

袋井市国本1616

スイーツ＆カフェ やくわりくん

袋井市大野393-1

ピエーノ

袋井市高尾町14番地の6

snack kotokoto

袋井市高尾町13-5

居酒屋 茶花

袋井市萱間215

てんぐ屋

袋井市高尾町22-4 薔薇2 102号室

くじら

袋井市月見町10-2

なでしこ

袋井市高尾町14-1野田ビル1 1階南

SYMBOL

袋井市月見町9-1

居酒屋せんせい

袋井市下山梨1446-2

Sport̲bar̲aba

袋井市高尾町25-14グレイスガーデン1F

麺屋 燕 袋井店

袋井市方丈3-5-1

kitchen YOSHI

袋井市高尾2494-6

ひめ

袋井市上山梨511-46

クロスロード

袋井市久能2174-1

ヤマジ

袋井市川井416

アリエス

袋井市高尾町１番地の１

2961COFFEE

袋井市山名町3-8

カウンターバー シャルマン

袋井市高尾町12-18グレイスガーデン2 1F

仙の坊

袋井市山科3250

食酒房 ながしま

袋井市旭町2丁目8-1

料理屋 螢

袋井市村松1007-15

カレーハウスCoCo壱番屋 袋井久能店

袋井市久能1359-1

Kitchen遊美空

袋井市大谷442-2

ザ・ハウス愛野

袋井市愛野南2丁目1-1

ザ・ハウス愛野

袋井市愛野南二丁目1番地1

カフェ オスピターレ

袋井市愛野南二丁目1番地1

鉄板居酒屋 こいこい

袋井市高尾町24の3

ティファニー

袋井市泉町1-4-3

アジアン食堂 TANDOOR HOUSE

袋井市川井95-2薔薇V102

暮しごと舎

袋井市萱間581

トラットリア グーフォ

袋井市堀越一丁目23-2 三愛ビル薔薇102

食彩工房 ギョーザの勇次郎

袋井市松原888

ベラマッサ袋井

袋井市山名町3-8

ラウンジ メモリー

袋井市栄町10-25

パブラウンジ･フルムーン

袋井市旭町2丁目9ｰ1エステート旭町ビル108号

袋井 POPFOOD

袋井市高尾町9-16鳥米ビル二階

MANILA

袋井市旭町2-11-10

ジョリーパスタ 袋井店

袋井市川井1312-9

藤屋

袋井市西同笠283-1

手羽先おとうちゃん

袋井市高尾町12-5

麺屋はやたろう袋井店

袋井市堀越3-19-13

なぎ

袋井市高尾町20-14薔薇3 1F103

店舗名称

店舗所在地

和さび

袋井市方丈3-5-1

遊家

袋井市高尾町13-5

魚民 袋井駅前店

袋井市高尾町1-12月花園ビル1階2階

手羽先揚おじゃれこじゃれ

袋井市愛野東1-16-7

粋魚 緒川

袋井市小山312-番地9

京都 麺や向日葵

袋井市新池389-1

宝鮨

袋井市方丈1-5-7 マンション元美1号

こだわりとんかつ かつ平

袋井市久能1048-1

咲夜

袋井市高尾町15-10

かさぶらんか

袋井市高尾町9番地の25 1階

李桃閣

袋井市田町2丁目9-10

南来成咲

袋井市上山梨2-12-18

DECENT

袋井市高尾町13-5ツインビレッジ2F

花

袋井市松原977

ラウンジ コパン

袋井市高尾町20-14薔薇3 201号室

まいどおおきに袋井インター食堂

袋井市堀越542番地の1

祭囃子

袋井市高尾791-2

はせ川

袋井市高尾2524-2

泉

袋井市大門20-7

一休 パル店

袋井市上山梨2-12-2

食事処 一品料理 ともえ

袋井市上山梨883-5

フレンド

袋井市深見458の2

大吉 袋井店

袋井市高尾1205-1

胡桃

袋井市旭町2-11-10

四季の庵 宮本

袋井市田町2丁目4-15

麺屋 破天荒

袋井市愛野東一丁目7-8カンタービレ102

casual snack eve イヴ

袋井市高尾町13-6TwinVillage206

さぶりな

袋井市諸井2002-8

炭焼きレストランさわやか袋井本店

袋井市川井70-1

みづき

袋井市栄町1-1

NATUREBA BURGER

袋井市西同笠8

連凧

袋井市高尾町24-7

居酒屋風喜多楼袋井店

袋井市高尾町12-16

古都

袋井市旭町1-2-14

くつかけ

袋井市下山梨2-10-26

アム―ル

袋井市諸井1218-3

炭火焼 ごぞう

袋井市袋井318

つけろっぷ

袋井市高尾町24-7

すずめ

袋井市栄町1-1

呑気処のら

袋井市高尾町12-15

居酒屋 春

袋井市高尾町14番地の1

マムゼル

袋井市堀越1802-1

アジアンレストランハルカ

袋井市大門14の10

ジュエル

袋井市田町2-3-5

店舗名称

店舗所在地

神田寿司

袋井市泉町1-5-1

キッチンハウス 暖

袋井市川井505-4

きたよし

袋井市新屋2-3-30

DREAM STAGE アイドル

袋井市高尾町25-14グレイスガーデン高尾1F B'号室

糸

袋井市泉町1-2-8

伝丸 袋井永楽店

袋井市永楽町299の3

かぐら

袋井市葵町1丁目4-6

ストロベリーナイト

袋井市川井1121-1

居酒屋 月花

袋井市旭町2丁目9-1

居酒屋どまん中

袋井市袋井314-6

あさ乃

袋井市泉町1-4-6

麺屋 めん虎

袋井市新屋2-3-30

大衆酒場 ル ちゅん

袋井市久能1754-2

メロンカフェ

袋井市深見18-2

おかめ

袋井市栄町1-1

いこい食堂

袋井市泉町1丁目2番地の13

INDO Restaurant MANAKAMANA

袋井市下山梨2-1-3

スナック銀

袋井市泉町1-5-1

One1

袋井市三門町1-1オークビル1-C

スナック ムーンライト

袋井市泉町2-9-2

ラウンジ 櫂

袋井市高尾町24-7グランジュール1F

暫

袋井市月見町10の21

スナック 美都

袋井市泉町1-5-1

小料理 輝

袋井市旭町2-9-1エステート旭町ビル101

や台ずし 袋井駅前町

袋井市高尾町25-6

居酒屋&スナック ゆうこ

袋井市浅羽1776-1

海馬

袋井市山崎4691-11

大衆割烹 そめは

袋井市浅名430-15

お好み焼 すわん

袋井市清水町15-4

Kanon ～花呑～

袋井市高尾2494-6

ミュージックボックス

袋井市浅岡114-1

スナック ソワール

袋井市高尾町15-9グランド袋井1

スナック 桜紅蘭

袋井市高尾町13番地の6Twin Village 1階102号室

掛川宝龍旭町店

袋井市旭町2丁目9-7

スナック シトラス

袋井市諸井1963-14

CAFE No．iE

袋井市愛野南1-2-14

わんこ

袋井市泉町1-2-8

フジキッチンハウス

袋井市浅羽1776-1竹原店舗4号

和み

袋井市広岡272-4

居酒屋 美代子

袋井市泉町2-9-2

スナック りゆこ

袋井市諸井1035-4

25CAFE

袋井市村松2151

あじ助

袋井市川井1185-1

スナック さらん

袋井市永楽町287

店舗名称

店舗所在地

スナック ユリア

袋井市堀越3-11-10

Honey!ハニー とれたて食楽部店

袋井市山名町3-8

だいこん亭

袋井市川井272-1

クラウド ナイン

袋井市田町2-2-21

サザエさん

袋井市浅羽1776-1-201

あいりん

袋井市栄町1-1

遠州 和の湯

袋井市諸井2022番地の3

麺屋三丁目 袋井本店

袋井市上山梨3-18-11

弥次喜多

袋井市諸井1218-3

マロンチ リボルバー

袋井市川井538-13

吉田屋

袋井市豊沢2763

居酒屋 とも

袋井市友永1250-6

ちゃんこ富士司

袋井市新池3151

marusa

袋井市川井452

丸亀製麺袋井

袋井市川井字小橋詰1190-1

料理 千

袋井市高尾町20-15

とりかい

袋井市高尾町25-14

ぼんじ

袋井市田町2-1-15

コメダ珈琲店 袋井店

袋井市川井1188-8

とんかつのせんば

袋井市葵町3-7-8

ぎょうざの丸福

袋井市山科2971-3

カラオケスナック わっしょい

袋井市袋井116

丸福 浅羽店

袋井市諸井1202-1

おもいやり

袋井市中新田341

和an

袋井市愛野東1丁目7-13

庵

袋井市方丈5丁目1-6

かっぱ寿司袋井店

袋井市川井1312-10

やまもと

袋井市栄町1-1

スナック＆喫茶菜の花

袋井市川井337

しょうかく

袋井市上山梨988-5

北見

袋井市三門町5-6

ジュノー

袋井市高尾町10-18

かがり火

袋井市栄町1-1

黒ばら

袋井市木原616-2

NAGOMIカフェ

袋井市堀越3丁目18-8

五味八珍 袋井店

袋井市堀越2-19-8

モスバーガー袋井店

袋井市堀越1丁目10-3

タオ

袋井市諸井1944-2

カラオケレインボー

袋井市堀越3-21-6

居酒屋まるいち

袋井市高尾町25-6

肉匠坂井袋井店

袋井市川井1187-1

味匠 弐

袋井市愛野東2丁目9-3

スナック 凛

袋井市高尾13-5-205号

スナック むす美

袋井市浅名433番地

店舗名称

店舗所在地

隠れ酒肴 ほらあな

袋井市三門町2-18ほらあな

スナック エスポワール

袋井市高尾町22-7

鉢

袋井市高尾町22-2

大衆割烹 はぎのや

袋井市湊280-1

茶ちゃ処

袋井市岡崎4007-1

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

店舗所在地

THE VILLA HAMANAKO

湖西市入出字長者1380

Sucre

湖西市古見1008-1

だんらん藤味

湖西市岡崎1217-5

のんき

湖西市新所5057-9

スナック 糸

湖西市新居町中之郷1677-1

ときわcafe

湖西市ときわ三丁目5-13

割烹 紅葉

湖西市新居町新居1271

総本家備長扇屋 鷲津駅前店

湖西市鷲津5300

天平寿司

湖西市鷲津1062-34

浜名湖食彩わらしべ

湖西市鷲津5213

康喜

湖西市鷲津406番地の69

ホテル ルートイン浜名湖店

湖西市古見1049-1

ガスト 浜名湖店

湖西市新居町中之郷3894番地

海想や

湖西市鷲津738-1

炭火焼肉MIYABI

湖西市鷲津3512ケイズB102

サウンドパブ ジョイランド

湖西市新居町浜名1890番地の33

道の駅 潮見坂

湖西市白須賀1896-2

カフェ ベイス

湖西市白須賀699-3

浜名湖料理 はませい

湖西市新居町新居3390番地の7

REVEL

湖西市鷲津5325

ダイニング はな

湖西市新居町中之郷2270-4

レストハウス JINYA

湖西市新所原東7-30

牛角 湖西店

湖西市鷲津5198

Fishing Joy

湖西市大知波1243-6

キッチンROCO

湖西市梅田476-31

総本家備長扇屋 新所原店

湖西市梅田805-15 メゾン鈴木1F

丸浅

湖西市新居町新居3355

料理とお酒 えん

湖西市駅南2-14-18

PIZZARIA BRAZIRIANA KOSAI

湖西市鷲津3387 2D-1

大悟

湖西市鷲津3582

駒忠

湖西市鷲津5004

居酒屋 花

湖西市新居町新居112-1

いちかわ珈琲

湖西市駅南3-6-12

ラーメン・餃子・チャーハン とんとん

湖西市新居町新居3379-82

スナック杏里

湖西市新居町中之郷1677番地の1

味楽酒房 豊千

湖西市新居町新居1224

富泉

湖西市鷲津5168

カラオケ スナック なな英

湖西市鷲津5354

和食 つぐ味

湖西市新居町中之郷1677-1

寿司松

湖西市新居町新居1557-5

Ryu

湖西市鷲津1031-11

和洋おもてなし 銀の樽湖西店

湖西市鷲津3511

店舗名称

店舗所在地

スナック麗羅

湖西市鷲津1103-8

RIVET

湖西市新居町新居1209

浜名湖オーベルジュキャトルセゾン

湖西市横山317-93

浜名湖屋2

湖西市白須賀1896-2

お食事処 喜楽

湖西市白須賀4365番地の18

勝美 本店

湖西市横山318番地

和cafeごはん ひいらぎ

湖西市新居町中之郷4096番地の2

ペロはまなこ

湖西市新所5957-6

鮮菜酒房 英

湖西市新所原2-10-1

かちどき

湖西市新居町中之郷3727-6

Minato' Jr

湖西市白須賀853-2

玉川屋

湖西市鷲津338-1

民宿 すし善

湖西市大知波1253番地の1

はまなこ みんなのカフェ

湖西市利木226-1

「コーヒー」ふる里

湖西市鷲津362番地の2

ブラジリアーナ

湖西市鷲津3387 2D-1

NAKAHARAYA HOSTEL

AND CAFE

湖西市鷲津5347

ムッシュ タキの店

湖西市新所・岡崎・梅田入会地14-13

三鶴寿司

湖西市梅田494番地の1

三河屋

湖西市利木256番地の1

いちごや

湖西市新居町中之郷32-10

貴羅々

湖西市南台2丁目1-28

竹生

湖西市新居町中之郷63-1

ナナマルラーメンセンター

湖西市新居町中之郷1399-1

スナック ジキル

湖西市白須賀3985番地の1872

インド・ネパールカレ－ミテリ鷲津店

湖西市鷲津5272KANEKIビル2Ｆ(A)

酒菜 えーど

湖西市鷲津5211

海湖館きらく市食堂

湖西市新居町新居官有無番地

味澤

湖西市駅南四丁目1番4号

インド・ネパール カレー ミテリ 新所原店

湖西市駅南3-1-103

たくみ

湖西市入出字取手161-4

炭焼きレストランさわやか新居湖西店

湖西市新居町中之郷4007番地の1

西湖園

湖西市鷲津3409

comida caseira

湖西市吉美3257コサイグリーンビルA棟1-D

realize

湖西市吉美3272-1丸鈴グリーンビルB棟105

古民家バル おりはな

湖西市新居町浜名1060

鰕寿司

湖西市吉美3052番地の2

庵 遊食彩

湖西市新居町新居3379-11

忠誠

湖西市新居町中之郷1023

バードランド鷲津駅前店

湖西市鷲津5023

アカネ

湖西市白須賀853-21

大元

湖西市新所4419番地の12

しらはま食堂

湖西市新居町浜名3036

辻の房

湖西市鷲津2853番地

店舗名称

店舗所在地

あら磯

湖西市新居町新居3288-99

浪花

湖西市新居町新居3288-18

誠すし

湖西市駅南1-5-1

龍ちゃん食堂

湖西市古見890番地の8

惣菜 かねす

湖西市新居町浜名942番地

居酒屋 蛍

湖西市新所原2丁目10番38号

kapitan

湖西市神座530-1

大地と海のおぜん屋

湖西市鷲津5353

五味八珍湖西店

湖西市吉美961-5

キンギラ

湖西市新居町中之郷2594-27

丸亀製麺湖西

湖西市鷲津字谷上3509

浜名湖観光旅館望洋荘

湖西市新居町新居3289番地の101

フェイトス コン アモール

湖西市古見1314

ラウンジ ミカ

湖西市鷲津1029-1

カラオケバンバン湖西中之郷店

湖西市新居町中之郷2655-8

活魚の宿 あさしお

湖西市新居町新居3392番地の3

はづき

湖西市新居町新居3437-10

中華料理 楓林閣

湖西市鷲津1302-4

パパガロ

湖西市新居町中之郷1977-6

やなぎや

湖西市新居町新居3354

かねはち

湖西市新居町浜名3747

ROCHELL CAFE

湖西市新居町新居2737

たつみ

湖西市鷲津5328番地

居酒っく ふくろう

湖西市鷲津5342

中華料理 福龍苑

湖西市駅南1丁目5-5

喫茶 茶茶

湖西市鷲津1029-11

炭火焼うなぎ山栄

湖西市太田523番地の1

あきんDON

湖西市古見1135番地の1

BONZO COFFEE(ボンゾ珈琲)

湖西市吉美961-104

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

店舗所在地

かいづか仲町店

御前崎市池新田3921の14

レストラン花亭（ホテルルートイン御前崎内）

御前崎市池新田2525-1

美津屋

御前崎市池新田3211-3

魚徳

御前崎市下朝比奈1236番地の1

有限会社 小松寿し

御前崎市池新田5799-1

波乗り食堂 ありがとう

御前崎市池新田5532番7

いこいの広場

御前崎市池新田418番地の1

かな利や

御前崎市白羽5404-14

さわい天

御前崎市御前崎4428-1

みなとや

御前崎市池新田4826-1

星の砂

御前崎市池新田5264-5

らくがき

御前崎市池新田2472-1

割烹 合亀

御前崎市合戸335

GOZEN

御前崎市池新田6021ｰ1 A号

Lumiere 輝夜ひめ

御前崎市池新田2473-1

御前崎旬彩

御前崎市御前崎7番地4

natural

御前崎市港6099-7

歌謡ステージカリカリ

御前崎市佐倉字雨垂1199番地の1

こなもん食堂

御前崎市池新田3936-1

和伊亭

御前崎市合戸1811-1

すずめ

御前崎市合戸2320

敬三

御前崎市池新田3806-6

喰来房

御前崎市池新田2416-1

86-

御前崎市池新田2258-1

かつよし

御前崎市池新田5532-3

銀水(あくあ)

御前崎市池新田5570-5

味わい亭

御前崎市池新田6021-1スリーポケットB

串げん

御前崎市池新田4859-1

スナック 京

御前崎市白羽1104-9

涼屋

御前崎市池新田6148

炉ばた 呑んき

御前崎市池新田2497-6

スナックHANAHANA

御前崎市池新田4174-2

ツーフィンガー

御前崎市池新田5821-1

居酒屋風スナックゆり

御前崎市池新田5816-1栗林店舗B棟D号

居酒家 どっと

御前崎市池新田3806-6ホワイトシティーA棟E号

Proud

御前崎市池新田5819-1 A号

スナック金魚

御前崎市池新田5816-2栗林店舗A棟E号

居酒屋 もぐMOGU

御前崎市池新田5275-1南

ガンジス川

御前崎市池新田5825－2

トップガン

御前崎市池新田5821-1

さくら

御前崎市池新田5226-1

居酒屋よいこ

御前崎市池新田5821-1

店舗名称

店舗所在地

どん

御前崎市佐倉2106-2

株式会社 浜一

御前崎市池新田6232

お食事処「海鮮」

御前崎市港6099-7

みらくる

御前崎市佐倉3901-1

赤とんぼ

御前崎市池新田5180-1

どさん子大将 浜岡店

御前崎市合戸3050

Tomo

御前崎市佐倉1307-7

居酒屋 陣八

御前崎市新野870-4

海

御前崎市御前崎66-39

お食事処 たきぐち

御前崎市池新田5312-2

KITCHEN BER chrles 夏ハ

御前崎市池新田2476番10

笑家

御前崎市池新田2763-2

和食処 もちづき

御前崎市池新田6224-1

なわのれん

御前崎市池新田6173-1

小稚

御前崎市池新田6107

居酒屋みつこ

御前崎市池新田2465-6

夏海

御前崎市池新田3239-1

Charme

御前崎市池新田5489番地の1コーポ揚張A棟1階

よってっ亭

御前崎市池新田5489-1コーポ揚張A棟

O’HANA

御前崎市池新田5530-2

旬肴ゆう

御前崎市池新田5275-1

養老乃瀧 浜岡店

御前崎市池新田5778-9

エンドレス

御前崎市池新田5204-1

居酒屋 心一

御前崎市池新田423-1

浜小屋

御前崎市御前崎73-20

スナック 優子

御前崎市池新田2473-1

千

御前崎市池新田6090-4

雪国

御前崎市池新田2705-3

台湾料理 美味館 御前崎店

御前崎市池新田5272-3

バレーナ

御前崎市御前崎8-18

居酒や しんでん

御前崎市池新田3802-1浜道店舗4号

あらさわバーベキュー

御前崎市下朝比奈158番地の7

スナック こうらく

御前崎市池新田2684番地

ちいこ

御前崎市御前崎44-4

寿し処 海幸

御前崎市港6099-7

味工房 わらび

御前崎市下朝比奈158-7

三平すし

御前崎市御前崎91-15

海鮮料理 みはる

御前崎市御前崎1099-3

カラオケ 浜松会館

御前崎市池新田3342の1

そば切り いまむら

御前崎市佐倉4711-16

みやま

御前崎市御前崎934-2

クックハウス椿

御前崎市池新田7560

居酒屋もみじ

御前崎市佐倉1250-1

しぶき

御前崎市池新田5825番地の6

店舗名称

店舗所在地

sexy レストバー

御前崎市池新田4537番地の30

お好み焼き きよみづ

御前崎市白羽6173-9

タイニー

御前崎市池新田2449-1

遊翠庵

御前崎市比木5314-1

紅や

御前崎市佐倉4249-4

コローレ 浜岡店

御前崎市池新田5781-1

焼肉酒房 源氏

御前崎市佐倉3847

大地

御前崎市池新田5532-7榑林店舗A

五味八珍 浜岡店

御前崎市池新田7606番地

錦亭

御前崎市佐倉1911番地の1

oheso

御前崎市佐倉481-6

台湾料理龍福源

御前崎市佐倉3465-1

味処 はなぐるま

御前崎市池新田5263-1

麺屋マルチアン製麺

御前崎市池新田4735-1東

クラブ 丸山情

御前崎市佐倉1157-3

ソウル 韓国家庭料理の店

御前崎市池新田5226-1

有限会社 浜岡松乃鮨

御前崎市池新田460-2

歌姫

御前崎市合戸200-1

スナック KOKORO

御前崎市池新田5816-1

うなぎ処野崎

御前崎市池新田5531-4

居酒屋 文治

御前崎市池新田5816-2

ステーキレストラン 寓

御前崎市池新田5489番地の1

炉ばた 加多世

御前崎市御前崎4414

光たく

御前崎市佐倉3986-3

株式会社 静岡カントリー浜岡コース

御前崎市門屋字高松2070番地の2

静岡カントリー浜岡コースクラブハウス7階喫茶

御前崎市門屋字高松2070-639

株式会社 静岡カントリー浜岡コース3F和食処

御前崎市門屋2070番地の2

静岡カントリー浜岡コースクラブハウス7階厨房

御前崎市門屋2070-639

SOKO

御前崎市池新田5821-1藤本店舗住宅C

磯亭

御前崎市御前崎1-25

達磨

御前崎市池新田5534-1

ポモドーロ

御前崎市池新田5258番地の1

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

店舗所在地

ホテルルートイン 菊川インター

菊川市加茂5638-1

沼津魚がし鮨 流れ鮨 菊川店

菊川市加茂2194-2

大昌

菊川市半済1809-1

モスバーガー 菊川店

菊川市加茂2194-1

うでまくりDINING 喜楽人

菊川市西方4376-1

侘寂-wasabi-

菊川市半済1741-3

魚大

菊川市潮海寺3-3

村さ来菊川店

菊川市加茂4563

ガスト 静岡菊川町店

菊川市半済1740

PIZZARIA Comilao

菊川市赤土1313番地の1マーラ102号室

ココス菊川店

菊川市加茂3313-1

ポニーズ トーイ

菊川市堀之内1217

ジョイフル小笠浜岡店

菊川市赤土1191-1

麺屋 花琵

菊川市下平川1600-2

は奈一

菊川市下平川1606番地の6

Lucent

菊川市加茂5528

清六家菊川店

菊川市加茂3284-1

遠州菊川食堂

菊川市加茂3344-1

牛角 菊川店

菊川市本所1510-1

菊川カントリークラブ食堂

菊川市富田230

スナック 花紋

菊川市堀之内1213 1F

快晴屋

菊川市本所1440ｰ16

おふくろ

菊川市下平川1544番地の2

お好み焼き やまちゃん

菊川市本所2649

菊川市営保養センター「小菊荘」

菊川市大石88番地

れんが

菊川市堀之内1432

ぽんぽこ

菊川市加茂4757

ガンジス川 菊川店

菊川市加茂5601

居酒屋 蔵

菊川市下平川790-1

魚恭

菊川市下平川1661-1

大ごい

菊川市嶺田48番地

酒菜 一心

菊川市下平川1504-4

みなと

菊川市高橋3643

居楽屋 白木屋

菊川市堀之内242番地の6レクセル菊川1階

旭寿司

菊川市加茂2804番地の3

PEEPS 日の出屋

菊川市半済1996-5

中華料理福盛

菊川市加茂5573

kokopelli

菊川市加茂5296

炭焼きレストランさわやか菊川本店

菊川市加茂6088番地

ログ厨房シーナリー

菊川市本所163-2

スナック Temple

菊川市本所1522番地の3 1階

カラオケ喫茶 ら・ら・ら

菊川市本所1440-1

店舗名称

店舗所在地

オーロラ

菊川市本所1440-1

パブスナック 葉月

菊川市下平川1557番地の1

居酒屋 茶門

菊川市牧之原2759番地

恋のぼり

菊川市土橋91-1コーヂヤル店舗中号室

麺や 老虎

菊川市加茂6106

中華料理 得意齋

菊川市加茂4711

キッチン CARROT

菊川市加茂5632

青葉

菊川市下平川1557番地の1

MAKKAR?MOKARRY

菊川市堀之内242-6

向日葵

菊川市下平川1600-4

居酒屋 やっちょん

菊川市本所1497-11

オリエンタル

菊川市赤土1155番地の1榛地貸店舗1階南室

西欧料理 サヴァカ

菊川市沢水加791-11

たるます

菊川市堀之内1353

かま滝

菊川市加茂5527

京懐石 和庵

菊川市高橋2414-2

セブ島

菊川市堀之内1423杉浦店舗1階102

星乃珈琲店 菊川店

菊川市加茂5510

丸亀製麺菊川

菊川市加茂489番1、489番2、490番

しゃぶしゃぶすき焼きたわら屋

菊川市加茂5270

KaZu

菊川市下内田3106-6

よりみち

菊川市東横地1378

和牛焼肉たわら屋

菊川市加茂5997番地

洋菓子工房 グリフォン

菊川市牛渕1167

かっぱ寿司菊川店

菊川市加茂2737-1

中華飯店 龍華

菊川市下平川1536-2

アムール

菊川市加茂2164番1

五味八珍菊川店

菊川市半済944

居酒屋 まんねん

菊川市赤土下1107-9

だいだい (蕎麦）

菊川市柳1-55

三男坊

菊川市本所1522番地の2

お食事処えがわ

菊川市高橋4236-2

スナック カサブランカ

菊川市東横地566番地の1

有限会社 高田屋

菊川市堀之内1638番地

静岡カントリー浜岡コース第2食堂（小笠コース）

菊川市河東4103番地の1

魚和支店

菊川市半済1759-3

和風レストラン 池

菊川市嶺田314番地

城河屋

菊川市土橋208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 【森町】
店舗名称

店舗所在地

森町体験の里 アクティ森

周智郡森町問詰1115-1

翠清

周智郡森町天宮731

おさだ苑本店

周智郡森町森1522-1

楽酒処 駿

周智郡森町一宮5988

お直り処 久米吉 宮前田楽

周智郡森町一宮3843-7

酒菜 まつ緒

周智郡森町森282-1

株式会社 マルジョウ山口園

周智郡森町三倉3011-10

時代屋

周智郡森町飯田3302-1

笊蕎麦 百々や

周智郡森町一宮2431-2

久松

周智郡森町草ケ谷113-6

泰平

周智郡森町森宇佐美1204-2

縁のえん

周智郡森町城下390

海鮮亭 いっき

周智郡森町飯田3185-8

