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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 【沼津市】
店舗名称

店舗所在地

沼津魚がし鮨 沼津店

沼津市大手町1-1-6イーラde内3F

沼津リバーサイドホテル かの川

沼津市上土町100-1

沼津リバーサイドホテル かの川・KEYAKI

沼津市上土町100-1

沼津リバーサイドホテル リバービュー

沼津市上土町100-1

炙や勘右ェ門

沼津市大手町4-2-11シゲノブビル2F

沼津魚がし鮨 駿河屋久兵衛 沼津店

沼津市大手町1-1-6イーラde3F

沼津魚がし鮨 流れ鮨 沼津片浜店

沼津市松長12-3

季節料理 吟水

沼津市下香貫八重26-3

丸吉食堂

沼津市戸田566-2

西伊豆今宵

沼津市戸田3878-86

フランス料理 ヌーヴォサンス

沼津市大岡1706-2

スナック ミストラル

沼津市西条町115アベビル1階

ホル衛モン 大岡本店

沼津市大岡2476-4まきビル1F

ハーバーランド

沼津市戸田362-5

サーティワンアイスクリーム 沼津インター店

沼津市岡一色197-1

ウエディングファンタジア

沼津市春日町17-5

Cafe&Diningbar Gauran

沼津市千本東町25-1

旬彩酒房 小梅

沼津市大手町5-13-3

泰安 RIVER SIDE

沼津市大手町4-2-4 3階

居酒屋 和

沼津市大手町5-9-15

Dear

沼津市添地町159 戦国ビル2Ｆ

とさわや旅館

沼津市内浦三津88-15

海のステージ

沼津市西浦木負768-9

フレンチ ラパンアジル

沼津市高島町1-12

沼津Boost

沼津市町方町53-2 1F

串特急 沼津リコー通り店

沼津市寿町23-1 特急沼津駅北ビル1F

GOTEN 沼津駅前店

沼津市大手町1-1-2 フーディアムインターナショナルビルBF

伊酒家ダイニング 海人沼津店

沼津市大手町1-1-2 フーディアムインターナショナルビル7F

沼津バーガー

沼津市千本港町83-1

さかなや 魚清

沼津市戸田580-1

みなとのスイーツ屋 coco

沼津市千本港町122-9

Grandma

沼津市上土町63

JOYSOUND沼津店

沼津市大手町3-1-3 エイブルコアビル 4Ｆ

Lounge DOT.

沼津市添地町１５９ 戦国ビル３階

ドライバーズスポット天神屋 NEOPASA沼津上り店

沼津市井出字銭神1392-7-73

ふみ野

沼津市千本港町109

ドライバーズスポット天神屋 NEOPASA沼津下り店

沼津市根古屋919-1

唐揚げみさき

沼津市今沢362-1

三代目鳥メロ 沼津南口店

沼津市大手町5-9-21

お好み焼き道とん堀 沼津リコー通り店

沼津市江原町17-45

光徳お食事処 かにや

沼津市戸田354-4 2F

とんかつ 花むら

沼津市大手町4-6-8 ユニバーサルビル1F

店舗名称

店舗所在地

冨屋珈琲店

沼津市大岡1929-4

スナック 麗

沼津市筒井町16-2

海苑

沼津市戸田330-3

魚魚炉

沼津市新宿町1-20 稲木ビル1F

沼津うなよし

沼津市下香貫樋ノ口1712-3

うちだけの味 武井牧場

沼津市西熊堂382

天勇

沼津市大岡1752-4

グランマシーサイド店

沼津市獅子浜22-27

Jolie Ange

沼津市高島町5-13 フォートレス1F

galleガレ

沼津市高島町22-16

ブルームーン

沼津市高島町18-7 2階

古安 レストラン

沼津市本町40

古安 御座敷

沼津市本町40

吉祥庵 ららぽーと沼津

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15050

沼津甲羅本店 八宏園

沼津市上香貫東本郷町1838

ＳＴＭ ＰＡＲＫ

沼津市寿町６－１０Ｋ２ビル１Ｆ

鉄板焼き&ダイニング GOALD

沼津市下香貫前原1480-6

ねこと白鳥

沼津市大手町5-7-5 つるかめ仲見世ビル 地下

スナック KIRA

沼津市高島町 22-16

ルナ

沼津市大手町1-2-7祇園小路

九州おばんざい舞斗

沼津市西条町81TSビル1階

とりの とりこ

沼津市新宿町3-26

ステーキのあさくま 沼津店

沼津市東椎路481-1

赤から 沼津店

沼津市米山町1-5

寿司の丸将

沼津市高島町21-23ミラクル横丁1号室

浜忠 上土町店

沼津市上土町80

Bar Noise

沼津市西条町81 TSビルB1階

気まぐれ天使

沼津市高島町20-5

ダイニングバー マルシェ

沼津市町方町35

あやみ屋

沼津市新宿町3-24

Via deuxieme

沼津市高島町20-12柏原ビル1F

カレーハウスココ壱番屋沼津インター店

沼津市岡宮1249-7

らぁ麺次男坊

沼津市西沢田353-1

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 沼津原店

沼津市原1539－2

NELSON

沼津市添地町144-10

cafe グラン・ルージュ

沼津市高沢町４の２１

酔処ほのじ

沼津市添地町121

有限会社 串屋

沼津市岡宮1248-3

PeeK-A-Boo

沼津市西条町159 横綱ビル２F

AuTHENTIC LOuNGE Ten

沼津市大手町4-5-5魚文ビル1階

カルビ一丁沼津店

沼津市高島本町8-56

かっぱ寿司 沼津店

沼津市東椎路496-1

酒膳いやま

沼津市添地町１５１

ラジオシティー沼津駅北店

沼津市米山町1-5

店舗名称

店舗所在地

韓国焼肉鍋 明洞

沼津市大手町5-7-21

とらちゃん

沼津市内浦重寺556-4

沼津蒸留所 / THE CHAMBER OF SPIRIT AND TIME

沼津市上土町8

あやみ屋 宴のはなれ

沼津市高島町13-8スズキビル1F

花の樹

沼津市原1721-10コチビル１階

創作料理 ゆうが沼津

沼津市大手町2-1-1ポルト沼津4F

大衆酒場イマさん

沼津市高島町3-1スルガビル1階西

mili mili

沼津市新宿町1-2

串家物語

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津15140

雄大フェスタ

沼津市大手町3-1-1

シーホース

沼津市戸田212-50

治作

沼津市添地町89

中華料理 聚豊園

沼津市大岡885-7

Bar Roco House

沼津市大手町1-2-1フォーラム壱番館B1

アベリー

沼津市大手町5-7-5仲見世セゾンビル１階E号

あ・C

沼津市高島町22-8新富小路

やっぱりステーキ 沼津店

沼津市大手町5-7-21

居酒屋 あいちゃん

沼津市原772-4 エデンスA

billy the dog chuzi's

沼津市西条町33

カリーの店 うめぞう

沼津市五月町4-23

出世駅前店

沼津市高島町21-1佐藤ビル1F北

つぼ八 沼津駅前店

沼津市大手町1-1-3 ショウレンビルB1F

ハンバーグと炭焼ステーキ gravy

沼津市岡一色471-7

やみつき餃子ダイニング 虎舞

沼津市岡宮1319-1 2F

御座屋

沼津市高島町28-3

Radio Station

沼津市大岡1705-11

らーめん 銕

沼津市大手町5-8-2

丸味家

沼津市多比374ー36

焼肉レストラン 愛鷹

沼津市寿町21-10

pub Jewel

沼津市高島町22-13タワーボックスビル1F

Noir

沼津市高島町23-24道頓堀小路西9

梢

沼津市高島町22-7

すなっく GOLD ティー

沼津市高島本町11-16イワタビル1-C

OZ

沼津市高島町18-24青木ビル2階

おしどり

沼津市若葉町4-1

回転寿司沼津すし之助沼津本店

沼津市下香貫下障子3140-1

沼津ぐるめ街道の駅 竜宮海鮮市場 浜焼漁師小屋

沼津市岡宮1208-1

デン

沼津市大手町1-2-5 土屋ビル地下1階

モスバーガー 沼津五月町

沼津市五月町4-20

スナックB

沼津市町方町8 1F

鮨

酒菜

秀人

沼津市大岡1223-18

活けいけ丸

沼津市千本港町83

鶏専門らーめん銀

沼津市柳町1-12ハイツ亀源1F

TOM'S BAR

沼津市大手町4-6-12メゾンM 1F

店舗名称

店舗所在地

日本料理真乃文

沼津市添地町117 半田ビル1F

焼肉 明日香

沼津市緑ケ丘5-1 1F

BAL Trenta Tre

沼津市大手町4-7-11

慶州

沼津市高島町27-16大石ビル２Ｆ

ホルモン番長

沼津市大手町5丁目10－3

港食堂

沼津市千本港町128-1沼津みなと新鮮館内

SISTERS'Cafe

沼津市上土町6

たかむら

沼津市今沢362-1

グリルいとう

沼津市杉崎町13-32 奈良橋ビル1F東号

ケンタッキーフライドチキン 沼津香貫店

沼津市下香貫前原1478-8

The Old Bus

沼津市西浦久料253-7

葉山珈琲

沼津市大手町3-3-8 H1ビル１F

おんも

沼津市東間門255-4

鉄板焼 会

沼津市上土町100-1

ラルバ ディ ナポリ

沼津市大岡1960-1

うどんバル えびす庵

沼津市大手町１－１－６ イーラｄｅ２Ｆ

創作居酒屋 煉瓦

沼津市高島町5-22

蕎麦居酒屋えびす庵

沼津市大手町5-4-1

グリルワイン食堂 VINSENTBiVi沼津店

沼津市大手町1-1-5 BiVi沼津1F

スナック宵

沼津市大手町3-6-1 N・Sビル2階

すし居酒屋織

沼津市高島町22-13タワーボックスビル1階北側

牛角 沼津西店

沼津市東椎路字春ノ木496-1

沼津ホルモン 竜まる

沼津市新宿町1-16

黄金トマトのカル麺 沼津店

沼津市添地町40

スナック ミチコ

沼津市高島町16-2 エス・スルガB号室

やば珈琲 沼津店

沼津市大手町5-8-1

ピッツェリア・トラットリア イル・ジェルメ

沼津市平町9-1松本ビル1階

やくみや

沼津市大岡1928 芹沢ビル一F

想咲キッツチン ふかっちぇ

沼津市戸田360-4

季節の円居うつぐみ

沼津市上香貫槇島町1272-2

Lotus

沼津市添地町102

沼津濃厚タンメン八萬BiVi沼津店

沼津市大手町1-1-5 Bivi沼津1F

駿河湾 沼津 海いち

沼津市大手町1-1-5 Bivi沼津1F

串カツ田中 BiVi沼津店

沼津市大手町1-1-5 BiVi沼津1F

ラーメン屋さん満月

沼津市大手町1－2－7

鮮魚ＡＫＩＯ

沼津市中沢田479-1

ゆめ

沼津市宮前町1-11

寿し山本

沼津市西間門2-2-18

スナック なすこ

沼津市高島町21-12 Muハウスビル4F

寿

沼津市筒井町16-2

SpeakEZ

沼津市大手町2-3-2 山口ビル2F

海鮮居酒屋 銀太

沼津市我入道江川16-24

QUARS

沼津市大手町2-4-10 2 F

Ibiza de cafe

沼津市北高島町4-15北高島町ビル1F

店舗名称

店舗所在地

の一食堂

沼津市戸田410-16

餃子の王将沼津店

沼津市岡宮1302-8

にし与

沼津市原1537

ゆず庵沼津店

沼津市寿町6-37

ご馳走家 番屋

沼津市大手町5-2-8

GREEDY TACOS

沼津市町方町49 菅沼ビル西棟1F

インディアン レストラン ガンダーラ

沼津市井出507-1

べてぃー

沼津市高沢町2-17八はち小路

Toq's

沼津市三枚橋町6-1

志摩津

沼津市千本郷林1907-155 2階

くいもんや 房s

沼津市東椎路838-2 メゾンおおたけ2 102号

酒房かわせみ

沼津市大手町4-2-11シゲノブビル15-1階東号

魚鳥木

沼津市西条町27

snack ELEPHANT

沼津市高島町18-15ニュー東新7 1F

季節の台所芦川

沼津市原1546-1ウイング2 1階北側

国道一号線

沼津市根古屋162-8グランゲートバザール1F

Reve

沼津市根古屋162-9

手しごと屋 蟻

沼津市添地町205-1

Sports&DiningLa.Seed

沼津市大手町5-9-21

焼肉LURUMI

沼津市高島町15-1 高島屋マンション１F

美咲

沼津市高島町20-2

紫苑

沼津市高島町18-26

バスストップ

沼津市高島町19-6スズケンビル1階

寿し和食ひろちゃん

沼津市岡宮1320-6

Hanayaka

沼津市高島町２２－１３ タワーボックス第一ビル１階

croce

沼津市高島町17-14 みその通り

PRIDE

沼津市町方町38大進ビル1F

きみこ

沼津市高島町20-10

スナック You＆Me

沼津市高島町22-12タワーボックス第一ビル2F

よしべえ

沼津市高島町17-14 みその通り１F

ラグーナ

沼津市高島町19-1松本ビル1階

田楽家

沼津市本郷町10-7

鮨庵さいとう

沼津市春日町47-2

台湾小料理 花蓮

沼津市高沢町2-18マルスギ小路

スナック 幹

沼津市高島町17-21

かつや 静岡沼津店

沼津市共栄町18-7

かつや 沼津香貫店

沼津市上香貫1393

ラーメン 空海

沼津市東椎路844

カジュアルクラブ ベガ

沼津市高島町19-6 スズケンビル2階

ごましおカフェ

沼津市足高285-1

北斗七星

沼津市添地町159戦国ビル5F

スナック ぷーさん

沼津市添地町105

マカロン

沼津市高島町19-2T駿河ビル1F

鮨長

沼津市八幡町125

店舗名称

店舗所在地

ラウンジ華僑

沼津市大手町4-6-8

和風スナック けい

沼津市上土町76

le Renom

沼津市新宿町6-5

とりあえず吾平 沼津下香貫店

沼津市下香貫字汐入２１８７－１

ブロンコビリー沼津バイパス店

沼津市東熊堂439-1

多国籍料理 ポカラ

沼津市大手町4-3-1

Hygge

沼津市西条町181，182，21番地のそれぞれ各一部（6-3街区1画地）

δαλοζ(かがり火)

沼津市添地町２０８

らあめんや

沼津市下香貫下障子3144-1

Lounge Bar THE OKAERU

沼津市大手町5-8-13 セキノビル2階

有限会社 香林

沼津市西添町19-16

ｃｅｌｅｂ

沼津市町方町49菅沼ビル1F

や台ずし沼津駅南口町

沼津市大手町5-3-20

きとあみ

沼津市下香貫馬場486-1

ROAD HOUSE bar

沼津市高沢町10-1セルシー高沢1F

弐/弐

沼津市新宿町19-1パスコグランドマンション新沼津1F108

栄ちゃん

沼津市高沢町7-26

シュガー

沼津市高島町21-14 高砂ビル1階102-B

味の楽海

沼津市高島町24-23大嶽ビル1F

九州 ほんな骨 沼津店

沼津市五月町4-20 マルトモバラエティＰＡＲＴ２内

スナック ニュークイン

沼津市高沢町2-17

うお鶏 沼津店

沼津市大手町5-2-1小島ビルB1F

割烹くぼた

沼津市白銀町3-1

さかなや道場 沼津南口店

沼津市大手町5-9-21マルトモビルデイングB1

海王

沼津市原772-3

駿河の湯 坂口屋

沼津市岡宮1265-3

Ojins

沼津市高島町17-14みその通り

misaki coﬀee

沼津市千本港町115-3

横浜家系ラーメン 沼津魂心家

沼津市大手町5-2-18フェニックスビル1階

IL ＰORTINO

沼津市東椎路301-３ ららぽーと沼津 14060

海鮮丼 佐政

沼津市東椎路301-３ ららぽーと沼津 14060

SEASON SALAD

沼津市東椎路301ー３ ららぽーと沼津1460

眞鯛

沼津市平町11-11

沼津港 眞鯛

沼津市千本港町115-4

五香

沼津市新宿町3-26増田店舗西

ひょうたん寿司

沼津市下香貫前原1492-7

三の藏

沼津市新沢田町19-9

源氏

沼津市大岡1811-1

コバコ

沼津市三枚橋町17-1

PUB AMORE

沼津市高島町4-8 脇野ビル1階

やじろべえ

沼津市高島町18-26

すずらん2

沼津市下香貫汐入2217-2モラーダ1階

うなぎ料理 村上

沼津市平町12-1

おさかな丼屋 とと丸水産

沼津市根古屋998-27

店舗名称

店舗所在地

BARBA

沼津市添地町153

居酒屋 ひろこ

沼津市西間門211-18

串家 七兆

沼津市添地町209

沼津グランドホテルカフェ＆レストランアミー

沼津市大手町3-6-12

鉄板若月

沼津市平町4-13

ゴンチャ ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津10110

珈琲波ン

沼津市下香貫前原1474-1

パブ チャーミング

沼津市高島町22-5山本ビル1F-西

はな雅

沼津市上土町85-2

夢いわき

沼津市高島町16-4

黄金の雫

沼津市大手町4-5-5

カレーと焼き菓子piccolo

沼津市町方町38

スナック アドニス

沼津市西条町44

向島そば

沼津市西間門262-1 大成ビル106号

来来亭 リコー通り店

沼津市北高島町5-7

ネッツ ラウンジ

沼津市大手町5-8-20

有限会社 大川酒店

沼津市宮町442-2

Menbers 薔華薇

沼津市添地町69杉山ビル2F201号室

串焼き だもんで

沼津市大手町5-6-10

story

沼津市大手町5-8-14 はしもとやビル

ココス 大岡店

沼津市大岡1375－1

ココス 沼津インター店

沼津市岡宮1249－8

ILLUSION

沼津市高島町21番12号 Muハウスビル２階

まろん

沼津市本町19

もんろ

沼津市八幡町15ビレッジ35 1Ｆ

そば処 満留八

沼津市大手町5-9-1

一徳

沼津市高島町27-16大石ビル 1F

お伽草紙

沼津市内浦重須304-44

麺奏 弥栄

沼津市西島町12-1 松友ビル1階

Only One

沼津市北高島町18-20

こだわりとんかつ かつ政原店

沼津市原町中2-13-11

やきとり二光

沼津市御幸町17-16勝呂ビル１Ｆ

あおゆず

沼津市西島町12-1松友ビル1F

ホルモン家とりとん

沼津市高島町18-26 渡辺ビル1F

Snack Romanee

沼津市大手町5-9-12上本通り第一ビル1階角

ベル

沼津市高島町21-20サンリコービル2階 西側

osteria SAKANYA

沼津市高島町28-10

シェ・ワタナベ

沼津市宮前町7-7

天然温泉ざぶ～ん

沼津市原町中2-14-8

カフェ フェルム

沼津市平町7-30 青木ビル1F

リップス2

沼津市高島町21-20サンリコービル2階 東側

萬来軒支店

沼津市柳町6-38

海鮮丼工房 尽

沼津市千本港町124

カウカウ

沼津市高島町27-1

店舗名称

店舗所在地

茶寮あらいえん

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津14060

台湾料理 九龍城

沼津市下香貫前原1489-1

炭火串焼鍋料理徹

沼津市沼北町2-18-18

静加

沼津市大平2675-4

ちょい呑み 心花

沼津市新宿町19-22

節

沼津市上土町45ワールドビル１階

Cafe Verde

沼津市大手町1-1-4

静岡屋台

沼津市大手町1-1-4

サイゼリヤ沼津寿店

沼津市寿町22-42

阿吽

沼津市添地町123 123Build2F

サイゼリヤ沼津駅前店

沼津市大手町1-1-2

株式会社山正japan

沼津市平町3-14

hanare

沼津市平町3-10

kalendar

沼津市新宿町7-6

インド料理ガンジス川

沼津市下香貫七面1177－1

焼肉工房 牛蔵

沼津市平沼525－3

いづみ

沼津市大塚777-15

2ndLIFE

沼津市大手町5-3-10

鎌倉パスタ ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15130

ALTAIR

沼津市高島町15-3ニューライフ大洋４F

浜屋

沼津市西条町34

太龍 沼津パイパス店

沼津市東椎路10-7

まんてん

沼津市西条町34

鳥じん

沼津市北今沢23-3

浜焼き しんちゃん

沼津市千本港町83番地

京鮨

沼津市高島町20-16味好小路

かえる亭

沼津市五月町16－15本ビル1号

スナック カンターレ

沼津市原1804日建第2ビル1F

サングリア沼津東名店

沼津市岡宮1320-8

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

沼津市岡宮1208-1

RAI4GATE

沼津市大岡3854-2

らーめんブッチャー 沼津店

沼津市大岡1961-1白木屋ビル1F

fermata

沼津市大手町4-3-52

とりや花木

沼津市添地町77

ステーキハウス 道灌かがり

沼津市千本西町26-3

スナック美のり

沼津市杉崎町13-35タムラビル１Fスナック美のり

bar Voice.

沼津市高島町21-14高砂ビル2階

ROMEO

沼津市高島町3-1スルガビル5階テナント6

salt

沼津市高島町21-14 高砂ビル101

d-second

沼津市大手町5-8-6 宴ビル2階

ニュー大連

沼津市高島町18-24青木ビル1階南側

DUBY Do BAR

沼津市大手町5丁目8番地の8中川ビル2F

cafe うみいろ

沼津市千本港町19-5ヴィラシーフロント1F

みなとの磯はる食堂

沼津市千本港町109

店舗名称

店舗所在地

天ぷら、生そば ひとこし

沼津市大岡1961-1

やきにく亭 東風

沼津市岡宮1351-7

官帝

沼津市高島町19-24 1階

横屋

沼津市千本港町115-4

楽酒楽食かぶと

沼津市大手町4-8-2

momiji

沼津市高島町19-12木村ビル北号

やきとり さつま

沼津市西沢田799

Bar8

沼津市高沢町2-17八ちはち小路（左奥）

プラサヴェルデ

沼津市大手町1-1-4

弥次喜多

沼津市本下一丁田888-9

王味

沼津市柳町1-56

イタリア料理サンマリノ

沼津市吉田町12-7

咲来

沼津市西島町1-33

おっこん雅

沼津市大手町5-3-14

ゆきちゃん

沼津市桃里302

来来亭 沼津原店

沼津市原1805

JACK IN THE DONUTS

沼津市東椎路東荒301-3 ららぽーと沼津 15080

中華香蘭

沼津市八幡町69

セクキャバ・パイザウス沼津店

沼津市高島町19-2T.スルガビル1階北側

沼津キャバ ハニートラップ

沼津市高島町19-1 松本ビル地下1階

LA BASE

沼津市大手町5-2-18 1階西

とうざ

沼津市大手町2-7-19パティオモア1F

眞智蕎麦

沼津市大岡1959-10

cafe善吉

沼津市内浦三津410番地の3

韓's

沼津市大手町5丁目3番10号

いろはにほへと沼津駅南口店

沼津市大手町3-1-2エイブルコア2F

甘太郎 沼津駅南口店

沼津市大手町3-1-2エイブルコア2F

HIT

沼津市高島町21-21 古屋ビル2F

麗人飯店

沼津市高島町28-5

香香飯店 沼津仲見世店

沼津市大手町5-4-19ゴトー仲見世第3ビル

香香坊 沼津店

沼津市大手町5-2-12

元

沼津市大手町5-12-3

食堂としこ

沼津市下香貫1492-14

Lounge Blossom

沼津市大手町5-6-22マザーグースビル3F

さくら

沼津市大岡1928

ぐりむ

沼津市下香貫障子3138-1

汁なし担々麺 ラーテル

沼津市下香貫上障子370-1かぬき銀座1階南

うさぎの木

沼津市上土町58

夢の中へ

沼津市大手町5-9-18

エベレスト ダイニング

沼津市大手町5-3-18

ガスト 沼津下香貫店

沼津市下香貫下障子3161-1

イタリアンレストラン めぐる

沼津市添地町72 青秀ビル2F

居酒屋 旋

沼津市西椎路299

秋ない

沼津市下香貫島郷2976-12

店舗名称

店舗所在地

T style

沼津市大手町5-9-12第一ビル1階東

しゃぶ葉 沼津インター店

沼津市岡一色471

栞菜

沼津市大手町3-7-12

くるま

沼津市添地町208

寿し博

沼津市高島町30-17リシェビル1F

スナック エニタイム

沼津市大岡2654-3

ガスト 沼津椎路店

沼津市東椎路504

むさしの森珈琲 沼津香貫

沼津市上香貫1375

バーミヤン沼津御幸店

沼津市御幸町20-7

やきとり大吉 沼津店

沼津市北高島町7-1

から好し 沼津三園店

沼津市三園町773-1

鳩小屋

沼津市高島町13-4

HERMANA

沼津市添地町157

GARCIA

沼津市大手町5-8-5

バー チョコレート

沼津市高島町17ー21石川ビル1階

CELESTECAFE&BIKE

沼津市口野55-16

キャバレーアジアンワールド

沼津市高島町22-13タワーボックスビル3階

まちのイタリアン ワイン酒場 con le mani

沼津市大手町5-7-13

BBQ SKYTERRACE 沼津ラクーン店

沼津市大手町3-4-1沼津ラクーン

バー マックス

沼津市大手町5-8-18 Sビル2階

スプーニー

沼津市大手町5-3-21

白鷺

沼津市添地町68大塚ビル1階

やきとりセブン

沼津市五月町2-20柴田マンションA棟1階

酒場matter

沼津市大手町2-4-15 5階

お好焼もち月

沼津市町方町41

洋食酒房 壱膳屋

沼津市庄栄町2-18庄栄ビル1F

浜小屋

沼津市西間門251-4

なな輝

沼津市千本港町109ダイノブセンター1階

やきとり ふる里 梅吉

沼津市添地町134

abaca.

沼津市大手町2-4-10

居酒屋 鬼がわら

沼津市上土町35

インアロイ

沼津市添地町71-1 第三青秀ビル1階

カフェ maggio

沼津市大諏訪726-1

チャイニーズキッチン 皇蘭

沼津市新宿町16-7

やきとり五光

沼津市沢田町10-3

西洋割烹 味楽

沼津市大手町4-7-10第一ベリービル1F

麺処 田ぶし 沼津店

沼津市花園町3-3

鮪小屋本店

沼津市大手町5-3-3

M Grande

沼津市高沢町2-18マルギス小路西側3号室

Bar King Kong

沼津市新宿町2-15 サンコーポ新宿101号

石碾蕎麦おもだか

沼津市岡宮893-4

ぐり茶の五十鈴園

沼津市千本港町117

ダイコクキッチン

沼津市今沢38-2

ライセンス

沼津市下香貫前原1483-4

店舗名称

店舗所在地

カフェEase

沼津市大岡362

ぶるーむーん

沼津市共栄町18-17

天ぷら旬海

沼津市高島町5-11ホテルWEST

居酒屋真吹

沼津市大諏訪813-3

くつろぎ処いづみ

沼津市原1533-2伊藤ビル1F5号

春日

沼津市西条町148

ミューズ

沼津市高島町19-12 木村ビル1F

モスバーガーカインズ沼津店

沼津市桃里571の1

モスバーガーカららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津37011

OTHERS

沼津市町方町2

SEAGLASS

沼津市西島町3-39

ヴィノスやまざき

沼津市大手町1-1-6

華僑

沼津市青野261-2

餃子の一番亭 沼津東名インター店

沼津市岡宮1246-19

喫茶セピア

沼津市戸田555-6

かつ銀 沼津東椎路店

沼津市東椎路464-1

やま弥

沼津市西浦平沢字東92-4

中華料理 東王

沼津市岡宮1248-3

マクドナルド 沼津インター店

沼津市岡一色390-1

レストランテピリピリ

沼津市北高島町4-35

伏見食品 富士山餃子 沼津店

沼津市高島町24-14

彩食茶の間Coo 沼津店

沼津市新宿町1-18名菓堂ビル1F

オーシャンビューフジミ

沼津市西浦江梨993

沼津リバーサイドホテル アルカディア

沼津市上土町100-1

めし処 しめしめ

沼津市西間門14-4

キッチン ロン

沼津市末広町206メゾンド大野1F

ベイカーズダズン

沼津市町方町9-1

SNACK カモミール

沼津市大手町1-2-5杉山ビル2F

小政

沼津市柳沢17-1

99℃

沼津市岡一色526-1沼津インターグランドホテル1F

花灯り

沼津市上土町72-5

美Majo

沼津市添地町202

和風居酒屋 萩皇

沼津市下香貫1483-8

姫

沼津市高島町23-24

ピッコロ

沼津市原1200-1

泉

沼津市内浦小海91-62

自然酒亭 安庵

沼津市大手町3-6-27ウチノビル1F

ボトルハウス 銀の鈴

沼津市西条町117パークビル117

public bar RALLY

沼津市高沢町3-9小川ビル1F南

SNACK BARONG

沼津市上土町76

いなろ食堂

沼津市千本港町122-17

円

沼津市高島町17-10ワールドビル3 202

ホタル

沼津市高島町22-8新富小路

花みち

沼津市添地町69-9スギヤマビル1F

店舗名称

店舗所在地

焼鳥ひでちゃん

沼津市高島町18-7松本ビル1Fさくら横丁

Fishmarket Taproom

沼津市千本港町19-4

スシロー沼津店

沼津市西沢田字直路402-2

丼くらべ

沼津市千本港町115-4

海賊亭

沼津市千本港町115-4

China Snach アヤ

沼津市高島町16-4法善寺横町の西側の1軒目

循環ワークス

沼津市我入道浜町308

ドトールコーヒーショップ 沼津店

沼津市中沢田375-3

ララ

沼津市沼北町2-18-12

恋恋

沼津市大手町1-2-5 201号室

酒処 でんや

沼津市今沢508-9

酒処ひこまる

沼津市寿町18-6

男の椅子

沼津市上土町45ワールドビル1 2階

炭火七輪BBQ舞流六六

沼津市中沢田490-1

てんくう沼津駅南口店

沼津市大手町3-5-25

沼津ホットドッグカフェダイナー4649よろしくブルドッグHOT66

沼津市西沢田121-2

301餃子

沼津市若葉町21-24

301餃子 沼津南口店

沼津市大手町5-8-16

はせがわ

沼津市五月町4-23加藤パレス1F北

パブスナックパピヨン

沼津市高島町5-7ワールドビル高島2F

ねぎや沼北店

沼津市沼北町2-18-26

ぶたくん家

沼津市高沢町12-13アルビビル1F

魚ふん

沼津市大手町4-5-5魚文ビル1階

ラーメン豚平

沼津市岡一色49-1

すし 匠

沼津市御幸町18-6

B pan

沼津市高島町17－14

あかなし

沼津市上土町49

炙り家 丸笑

沼津市上土町6第一ビル1F

やき鳥 いち

沼津市北高島町1ｰ8

クラブ ナイン

沼津市高島町18-7さくら横丁1階南側奥

炭火焼肉屋さかい 沼津香貫店

沼津市下香貫上障子398-1

魚重食堂

沼津市戸田303-5

印度屋キッチン・ダバ

沼津市江原町15-53

光州食堂

沼津市双葉町6-24

やぎわ食堂

沼津市足高552-8

マクドナルド 1号線沼津店

沼津市東椎路505-1

マクドナルド 香貫店

沼津市上香貫1389

マクドナルド 沼津学園通り店

沼津市大岡1930-1

マクドナルド 沼津原店

沼津市原1531-1

またぎ

沼津市東椎路1467-2

ホルモンハウス トンロー

沼津市筒井町9-1栗原ビル

マクドナルド 沼津コープ店

沼津市新沢田町2-43

マクドナルド 沼津駅北口店

沼津市高島町6-12

すし田

沼津市高沢町6-3

店舗名称

店舗所在地

串カツ 一善

沼津市岡宮1458-33

月うさぎ

沼津市原1530-2山田ビル1階

ＣＲＯＳＳ

沼津市大手町5-10-2小熊ビルB-1

サーティワンアイスクリーム ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津10140

Lilac Coﬀee Roaster

沼津市下河原町3-2

信

沼津市高島町17-18北光小路1,2階東入口

衣草

沼津市高島町5-19高島町シゲノブビル2階

配もと（己が元）

沼津市上土町85-2

ミュージックホール 滝

沼津市西条町104東和第2ビル2F

ＦＲＥＥ

沼津市添地町174番地保善ビル第21F西

我母

沼津市下本町29ル・セレッソ102

HOPI

沼津市大手町3-4-12

フルーツランド・ギャラリー

沼津市戸田3878-159

MY ROOM
LOUNGE Phoenix

沼津市高島町20-7
沼津市上土町5ワールドビル2F

ベルサイユのバル

沼津市大手町4-5-4遊楽館ビル1F

鉄板焼葉山

沼津市大手町3-3-8H1ビル2F

大瀬岬センター憩海荘

沼津市西浦江梨920-1

サンマルクカフェ ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津30110

サンマルクカフェアントレ沼津店

沼津市大手町1－1－1

珈舎

沼津市下香貫島郷2590-6

Public Bar SMOKE

沼津市大手町5-13-3 2Ｆ

旬彩料理 ぎんなん

沼津市西条町117-1

ＲＹＯ

沼津市高島町22-12北口銀座2F2号

EXOTIC

沼津市高島町21-13和光ビル3階

炙り家 一笑

沼津市高沢町5-14

天心明月 沼津店

沼津市大手町 5-7-5

PANTERA

沼津市上土町5ワールドビル8 2階東右

ＪＡＣＫ－Ｏ’－ＬＡＮＴＥＲＮ

沼津市町方町12松乃ビル2Ｆ

ＯＰＥＲＡ

沼津市上土町100-1

BAR Rigel

沼津市高島町15番地の4 ニューライフ大洋6階

満月

沼津市大手町1-2-7

本店満月

沼津市大岡2057-4

海老寿

沼津市日の出町2-54

アティ

沼津市上土町5ワールドビル8 2階東左

六文亭 めん房

沼津市大手町3-5-4間宮ビル1F

寿司処 若駒

沼津市千本港町57-1

そばの実 千の松

沼津市千本郷林1907－8

絆

沼津市高島町26-4

祇園

沼津市大手町1-2-7

すぎやま

沼津市平沼53

旬菜海楽

沼津市原字東中1530-2

居酒屋 はっちゃん

沼津市高島町23-2岡村ビル1階

寄合処 つくり

沼津市戸田835-2

ローヤルゴールド

沼津市高島町26-4 東側棟1階

店舗名称

店舗所在地

クラブ ミセル

沼津市西条町120西条ビル1階

寿司の横綱

沼津市西条町159

スナック M2

沼津市新沢田町19-15

スナック しん

沼津市高島町22-16

ラウンジ牡丹

沼津市高島町30-18メイプルビル2F

Tha Pra Chan

沼津市高島町22-8

太郎ちゃん

沼津市大岡2132-2

北の味物語 わたなべ

沼津市本401-1

キムキムキッチン

沼津市町方町27-1セントラルビル1F

ニコ

沼津市高島町16-2 エス・スルガA号室

スナック Crocus

沼津市添地町95駅近ビル1階

スナック フェスタ

沼津市高島町23-2岡村ビル1F南側から3番目

横浜亭支店

沼津市新沢田町7-12

三番軒

沼津市我入道浜町346-3

和香

沼津市大手町2-8-12マミヤコーポ

ロイヤルホスト沼津店

沼津市東熊堂448-1

沼津家

沼津市平町25-8

昭和ロマン初代

沼津市下香貫3154-6

富士見

沼津市内浦長浜85

カラオケまねきねこ沼津北口店

沼津市高島町3-1スルガレジャーセンターB1F

大むら

沼津市神田町9-16

なんだっけ

沼津市町方町27-2セントラルビル2階

清文

沼津市大岡2424-1-9

1.23

沼津市高島町21-13和光ビル2階

麺屋 卓朗商店

沼津市日の出町2-53

あき山

沼津市五月町10-1簾田ビル1F

カラオケまねきねこ沼津バイパス店

沼津市緑ケ丘3-3

カラオケまねきねこ沼津南口店

沼津市大手町1-1-3沼津商連会館第一ビルB1F

鮨庵さいとう

沼津市千本港町115-4

よっこ

沼津市原1537-1

きっちん なごみ

沼津市下香貫藤井原1619-6

歌謡スナック チャウチャウ

沼津市東原212

やきとり酒場本店

沼津市大手町3-5-4

Ai Shadow

沼津市高島町4-8

ティーショット

沼津市高島町21-20サンリコービル1階

旬の味 くろ川

沼津市大手町4-5-12うるわしビル2階北側

ちょうか

沼津市岡一色171-1

BAR maze

沼津市高島町27-16 大石ビル１階西3号

熊ちゃんらーめん

沼津市鳥谷144-2

スナック より道

沼津市西島町12-20神部ビル1F

福食堂

沼津市井出218-2

スナック 四季

沼津市原町中2-14-28

居酒屋パンチョ

沼津市高島町17-21石川ビル

居酒屋あんず

沼津市高島町18-22高砂横丁

店舗名称

店舗所在地

山参鶏肉店

沼津市沼北町1-10-1プラザパシフィック101

藤元

沼津市若葉町21-24

プローセ

沼津市高沢町11-14 1階

タイイサーン

沼津市高島町20-10

スナック フィオーレ

沼津市高島町18-22高砂横丁東-２

フィナーレ

沼津市高島町22-8新富小路7号室

時紀

沼津市上土町32 岡本ビル1F

スナック パステル

沼津市高島22-8新富小路1F

創作ダイニング おさけのじかん

沼津市原1809-1

テイクアイビー

沼津市市場町19-7

花みづき

沼津市高島町4-8脇野ビル1F

焼肉ダイニング 太陽

沼津市町方町6

炭焼きレストランさわやか沼津学園通り店

沼津市神田町6-26

ひいらぎ

沼津市高島町21-21 古屋ビル1階

創作酒場 隠れ日

沼津市町方町33西ビルB1F

ワンピチ

沼津市高島町5-10小泉ビル1階中号室

チェルニー

沼津市白銀町487

白木屋沼津南口駅前店

沼津市大手町3-1-3エイブルコア地下1階

笑うがいちばん

沼津市高沢町2-17

アリクイショクドウ

沼津市大岡3331-9

スナック Ｍａｉａ

沼津市高沢町2-18マルスギ小路右2

ｃａｆｅ Ｇｒｅｅｎ

沼津市大諏訪202

おっちゃん食堂

沼津市高島町20-12柏原ビル1F

ラウンジ プレシャス

沼津市大手町5-10-2小熊ビル1階

カラオケスナック ラランカラン

沼津市高島町3-7いやまビル2F

バハイクボ

沼津市高島町20-4

みます

沼津市根古屋165-2

居酒屋 長浜シーフード

沼津市内浦長浜網代173-2

すし処 うね田

沼津市三枚橋705-11

天野荘

沼津市井田212-1

沼津我入道漁業協同組合 水産物展示即売所

沼津市千本港町128-1

EZO SEAFOODS

沼津市口野145-17

居酒屋 縁

沼津市戸田1073-2

鶏のジョージ沼津南口駅前店

沼津市大手町2-1-1ポルト沼津3階

ヴィゾン

沼津市我入道萬陀々原502

スナック響き

沼津市高島町22-13

居酒屋 出世

沼津市高島本町5-4

めし処 晶

沼津市岡一色469

松屋 沼津店

沼津市筒井町9-5

愛利巣

沼津市高島町15-1高島屋マンション1階

タンジール

沼津市西条町117パークビル117 106号室

竜の茶屋

沼津市岡一色104-5

松屋沼津南店

沼津市上香貫三園町1372

居酒屋 羅紗

沼津市原町中3-10-6

店舗名称

店舗所在地

アイタス

沼津市小諏訪510-1

西濃運輸（株）社員食堂

沼津市東椎路東荒385

閑

沼津市添地町73大興ビル1F

スナックはっぴい

沼津市大手町5-11-10

酒肴 たなべ

沼津市千本緑町2-2

NIP3

沼津市添地町159ツユキビル4F

キッチン ひろ

沼津市大諏訪645

INDIAN＆PAKISTAN RESTAURANT Aladdin

沼津市高島町28-2 頼興ビル1F

パブスナック アゲイン

沼津市原1533-2

Dining BAR SiRiUS

沼津市高島町15-7アークビル1F

牛楽

沼津市下香貫島郷2976-6

スナック 倖

沼津市高島町28-6KIビル2F西

西洋レストラン・ラ・ポンシュ

沼津市高島本町3-5

しるびあ

沼津市井出2101

蓼

沼津市上香貫三園町1387-2

Soft

沼津市杉崎町13-32奈良橋ビル1F

商兵衛

沼津市町方町4

Remy

沼津市添地町69杉山ビル1階103号

喫茶「主馬」

沼津市下香貫2802-1 沼津御用邸記念公園

ホルモン焼肉居酒屋 牛兵衛

沼津市大手町5-7-18 1F

娯洋亭

沼津市下香貫島郷2802-1 沼津御用邸記念公園

スリーピース

沼津市大手町5-8-18鈴木ビル3F

東附属邸

沼津市下香貫島郷2802-1沼津御用邸記念公園

串カツの串べえ

沼津市大手町5-8-18鈴木ビル1F

cafe/day

沼津市沼北町1-14-26

如月

沼津市下香貫412

フリージア

沼津市高島町17-14三園小路1階

松の坊

沼津市杉崎町5-4

ぎおん花や

沼津市大手町1-2-7

ローラン

沼津市西間門560-1

マルシェ

沼津市大岡1961-1

SNACKみゆき

沼津市添地町171

lill

沼津市高沢町12-25

タイム

沼津市下香貫島郷2974-7

カレー喫茶 沙羅

沼津市東椎路10－7

海鮮丼 いりいち

沼津市千本港町122-10

グランビア

沼津市添地町121

CLUB SORA

沼津市大手町3-4-11K・BLDG2 2階

むすび屋

沼津市千本港町121

京茉莉

沼津市下香貫大久保2379-100

フェリーチェ

沼津市高島町22-15せりざわビル1階

焼とり与作

沼津市高島町16-8

スターバックスコーヒー ららぽーと沼津店

沼津市東椎路東荒301-3ららぽーと沼津15010

スターバックスコーヒー 沼津花園店

沼津市花園町10-15

店舗名称

店舗所在地

Lounge Clematis

沼津市町方町6 2階

わんにゃん

沼津市緑ケ丘11-1

Pizzeria Allegro

沼津市大手町2-4-8

サンライズ大瀬

沼津市西浦江梨993

リストランテ・スオーロ

沼津市高島町7-2

はまゆう休憩所

沼津市西浦江梨325-1-2

シャロウ

沼津市高島町24-23大嶽ビル1階

GAUNER

沼津市添地町77 2F

Friends

沼津市高島町21-12 Muハウスビル1階

タイ料理 メーシー

沼津市寿町1-1ロイヤルアベニュー102号

沼津魚市場食堂

沼津市千本港町128-3

真智酒店

沼津市添地町70

節

沼津市上土町45ワールドビル1階

すなっく 2まいチェリー

沼津市寿町18-6ホームデマンドビル1階101号

麺たくみ

沼津市原1546-1ウィング2 102

舵

沼津市高島町21-24

インドアジアンレストラン＆バー スワズ

沼津市大塚1138-1

スナック 朱磨

沼津市大手町4-6-8

さえ丸おじさんの店 沼津駅南口店

沼津市大手町5-2-22 平和観光ビル2F

すまコーヒー

沼津市高島町27-2

ぶらい（Blei)

沼津市添地町69

ダイニングラーフ

沼津市筒井町16-2鈴木ビル1階西3号

沖縄茶屋 なんくる

沼津市新宿町12-8

ジパング

沼津市高島町22-13 タワーボックス第1ビル1F

艶

沼津市高島町17-14

瀬比亜

沼津市大手町4-5-2

親龍飯店

沼津市千本緑町1-13-1

葉がくれ

沼津市原1730-4

大衆酒場

沼津市高島町18-22

ザ・ベストテン

沼津市高島町18-22

Ber ザ・トップテン

沼津市高島町23-24道頓堀小路東側1号

Cious Deli

沼津市大手町3-5-2

寿々喜

沼津市白銀町489-11

味処おませ

沼津市下香貫370-1

すみれ

沼津市高島町27-16大石ビル1F西

スナック夢

沼津市高沢町2-18

いなば

沼津市本字白銀町481-3

大勝軒 マルヒデ

沼津市大岡2738-1

セブン

沼津市戸田980-2

さなだ食堂

沼津市大岡774-1

花壺

沼津市新宿町2-11新宿街内

パブレストラン ぐりーんすぽっと

沼津市岡一色35-4

ホルモン屋

沼津市原834

若竹寿司

沼津市今沢527-4

店舗名称

店舗所在地

Cordon Bleu

沼津市高島町20-7中央小路

キッチン 紫陽花亭

沼津市日の出町8-12

魚問屋 千漁家

沼津市千本港町128-1沼津みなと新鮮館内

有限会社 串八

沼津市今沢256-11

エアストリーム ダイニング アジト

沼津市青野179-1

港のカキセンター カキ小屋

沼津市千本港町97

Blue daisy

沼津市添地町167久保田ビル1F

ほたる

沼津市下香貫馬場457-1

くい処三茶

沼津市原1535-1

美食倶楽部 蓮 Ren

沼津市上土町12東方ビル2F

味 ハッ石

沼津市原2030の16

台湾料理 福

沼津市原町中3-13-3

うどんや叶

沼津市新沢田町19-15

シャイン

沼津市平町18-11

味のもいせ

沼津市大手町5-13-4

エバラ焼肉

沼津市大平634-3

板前料理だるまや

沼津市大手町5-10-1

おもしろ発信地 ジャム・セッション

沼津市下香貫2976-6

オンドンイ

沼津市高島町22-18

サゥ ウボン

沼津市高島町16-4法善寺横丁

居酒屋 源作

沼津市東間門3-5-10

猫カフェにゃんこ

沼津市寿町10-17

居酒屋 美さわ

沼津市原1533-2 伊藤ビル1階3号室

焼き肉 食いしん坊

沼津市高島町23-2岡村ビル

BAR げっつ

沼津市高島町22-12

中華料理 練翠

沼津市西椎路94-2

スナックアポロ

沼津市下香貫412

美酒佳肴 和ら来

沼津市高島町29-1

居酒屋 わっしょい

沼津市高島町20-14高橋ビル1F

ひとめぼれ

沼津市高島町22-16

FLOWERS

沼津市大手町5丁目9-12上本通第一ビル1階

コメダ珈琲店 ららぽーと沼津店

沼津市東椎路字東荒301-3 ららぽーと沼津1F

コメダ珈琲店 沼津鳥谷店

沼津市鳥谷2-1

Heart Beat

沼津市高島町17-1朝陽ビル2F

とんちゃん

沼津市西沢田359

ナイトラウンジ ミステリアス

沼津市大手町5-9-14はしもとやビル1階

韓国料理 順菜

沼津市大岡3809-5

コメダ珈琲店 沼津カタクラパーク店

沼津市大岡1020-5

暖

沼津市筒井町9-1

どんどん 沼津店

沼津市三枚橋町14

すなっく なかちゃん

沼津市筒井町7-10大黒ビル1F

奥

沼津市大手町5-3-10

居酒屋 相棒

沼津市大手町5-10-4

小料理つどい

沼津市大平2264-5

店舗名称

店舗所在地

アリラン食堂

沼津市大手町4-8-1

にゅうまろん

沼津市原町中2-14-28コーポ大川1階

ずう

沼津市千本港町122-3

レストランバー ファラオ

沼津市大手町2-7-9 1F

VOGUE

沼津市高島町5-7ワールドビル1階

沙樹

沼津市高沢町2-17

STANDING cafe bar pas a pas

沼津市高島町14-8

弘昭丸

沼津市内浦重寺24

酒処 花ちゃん

沼津市三園町11-8-1F

炭火焼パリパリ

沼津市町方町105番地 2F

はなの舞 BiVi沼津店

沼津市大手町1-13-9BiVi沼津1F

いしがまやハンバーグ ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15070

3 Little Eggs ららぽーと沼津

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15060

かつゑもん ららぽーと沼津

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津37017

北口食堂

沼津市高島町14-6中本ビル

ひな鶏伊勢ゐ ららぽーと沼津

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津37020

和食処 あきやま

沼津市大塚49-1

伽羅

沼津市町方町84

沼津かねはち

沼津市千本港町109

Bistro Repos

沼津市大手町2-4-15 4階

TAVERNAMAMMA

沼津市本町33本町マンション1階

沼津駅南口イーラde店

沼津市大手町1-1-6

チャル

沼津市添地町135

うなぎ岩ほり

沼津市添地町141

萬品香

沼津市平町10-7

いわて美心

沼津市三園町11-8 ステージ花1F

みなとや

沼津市千本港町57-1 ホワイトビル

あすなろ

沼津市大2880-3

BAR THE PINE

沼津市高島町7-2ホテルミワ2F

アデッソ・パスタ

沼津市松長544-1

ビビットコーヒー居酒屋育ちゃん

沼津市高島町30-19

さえ丸おじさんの店

沼津市町方町26セントラルハイツ1F,2F

やきとり いろは

沼津市新宿町2-11

赤レンガ

沼津市高島町28-12

万華鏡

沼津市沼北町1-2-12 2号室

しーらかんすCafe

沼津市千本港町128-1

らーめん 釖

沼津市下香貫島郷2976-5

ケンタッキーフライドチキンリコー通り店

沼津市北高島町21-36

君吉

沼津市千本緑町2-2

リンガーハット 静岡沼津インター店

沼津市岡一色53-1

とんかつ新宿さぼてん ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津10160

Mission Bay

沼津市我入道69-1

象の仔

沼津市青野363-1

とりの巣

沼津市神田町2-10

店舗名称

店舗所在地

焼肉きんぐ 沼津店

沼津市北高島町4-3

熟成醤油ラーメン きゃべとん 沼津学園通店

沼津市東熊堂460-17

五味八珍原店

沼津市原1060-1

五味八珍 下香貫店

沼津市下香貫2652-1

五味八珍沼津共栄町店

沼津市共栄町18-6

スナック葵

沼津市上土町59

愛ランド

沼津市高島町17番10号ワールドビル3 1階北側

中華祝祝

沼津市松長565-4万来軒ビル1F中

ペニーレイン

沼津市高島町4-5新村ビル1F

三光楼

沼津市原196-3

丸亀製麺沼津店

沼津市岡一色471-3

丸亀製麺沼津下香貫

沼津市下香貫字前原1497-1

テン＆テン

沼津市西条町144

カフェド 旅路

沼津市高沢町7-1服部レディスプラザ1階F

山河

沼津市大諏訪210-2

沼津リバーサイドホテル

シャングリラ

沼津市上土町100-1

三園

沼津市玉江町2-23

ジョナサン 沼津杉崎店

沼津市杉崎町11-33

ウニ丼専門店 しば田や

沼津市千本港町124潮さい市場内

みその

沼津市高島町17-14

風車

沼津市西沢田450

すなっく凛

沼津市西条町27

やきとり 車

沼津市岡一色188-1

マクドナルド ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15110

まんぼう

沼津市八幡町129

夢庵 沼津新沢田

沼津市新沢田町2-44

ラーメン 安富

沼津市高島町27-2

Haut Village

沼津市高島町20-7チュウオウコウジ右2番

こころ

沼津市上土町29

家族庵 駿河湾沼津サービスエリア店

沼津市根古屋998-72NEOPASA駿河湾沼津2階

さくら食堂

沼津市共栄町2-5共栄マンションNo.1 1-1D号室

カラオケバンバン 沼津駅前店

沼津市大手町5-9-21 3F

カラオケバンバン 沼津インター店

沼津市岡宮1246-19

カフェバー スリーエス

沼津市平沼774-1

居酒屋 たき

沼津市下香貫下障子3138-3アベニール香貫1F

居酒屋 のんき

沼津市戸田1000-3

まきじ

沼津市魚町5-201-1

チャイナキッチン風まかせ

沼津市柳町4-22

奥出雲玄米食堂井上 ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津10170

うなぎ処 京丸

沼津市春日町33-7

LOCKS

沼津市八幡町68

グリーンハウス 屋台村

沼津市大岡2895-12

沼津楽部

沼津市千本郷林1907-8

心美

沼津市大手町5-6-15ダイヤモンドビル1F

店舗名称

店舗所在地

和ダイニング安吉

沼津市高島町1-12

えび食堂 鬼が島本店

沼津市岡宮1202

漁師の台所 たんぱく大国

沼津市岡一色471-6

ほどほど満足 住吉 沼津本店

沼津市大岡1880-9

しゃぶ菜 ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津15090

香港厨房 ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津10150

太陽のごちそう ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3 ららぽーと沼津15120

伊豆高原ケニーズハウスカフェ ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津15020

鶏男

沼津市大手町5-11-9

八福

沼津市大手町5-9-17

焼肉 八福

沼津市添地町64

ゴディバ

沼津市東椎路301-3ららぽｰと沼津20010

松村雀

沼津市千本港町57-1ホワイトハウスビル104

むかご

沼津市下香貫馬場465-3

スマイル

沼津市高島町22-8新富小路6号室

民芸茶房 あずみ野

沼津市下香貫島郷2976-2

酒商 三河屋（立呑み処 みかわや）

沼津市原町中2-14-22

王様のカレー BiVi沼津店

沼津市大手町1-1-5-1F

原時計

沼津市原1537-1

浜の家

沼津市内浦三津42-3

豊亭

沼津市添地町135

スナックういんく

沼津市添地町131

九州自慢沼津店

沼津市大手町5-9-21 マルトモビル地下1階

漁師寿司 武田丸本店

沼津市千本港町115-4

さかなや 武田丸2号店

沼津市千本港町128-1沼津みなと新鮮館内

パスタ屋 一丁目

沼津市大手町1-1-6 イーラde 2階

ちょこっと

沼津市東熊堂484-1中川分店第二ビル1階

おさかな食堂 やまや

沼津市内浦三津199-4

枯山水

沼津市岡宮1355-16

あかね

沼津市西浦木負216

osteria il Palio

沼津市大手町5-4-5

濱

沼津市西浦木負11-19

スナックすぎ

沼津市大手町2-8-12

手打ちそば やまでん

沼津市西間門145-1

MABUHAY SNACK

沼津市高島町16-3

スナック&レストラン 蘭

沼津市八幡町129

近江焼肉ホルモンすだく 沼津店

沼津市平町14-13

春夏

沼津市双葉町6-24富士一アビタシオン110

沼津楽部

沼津市千本郷林1907-8

やきとり チロリン村

沼津市新宿町1-12駿河小路

スナックしの

沼津市大手町1-2-13

麺 百式

沼津市新宿町7-5

寿々女

沼津市大岡1961-1

レストランダダ

沼津市下香貫下障子3140-4

店舗名称

店舗所在地

スクランブル

沼津市西条町97-2

沼津倶楽部

沼津市千本郷林1907-8

らーめん天

沼津市五月町4-20

Bar JOKER

沼津市高島町19-2 Tスルガビル2F202

カール

沼津市高島町14-4

屋台ラーメン

沼津市東熊堂496-1

カラオケCafe & Bar 杏んず。

沼津市高島本町2-20小川ビル1階

カラオケCLUB DAM 沼津ラクーン店

沼津市大手町3-4-1沼津ラクーン5階

しまや

沼津市五月町16-15

麻輪花

沼津市高島町23-24道頓堀小路内

旬彩 花季

沼津市町方町72

えん

沼津市大岡2424-1

PUB愛美

沼津市上土町37三尾店舗102号

ららぽーと沼津店

沼津市東椎路301-3ららぽーと沼津29020

きせ川光来堂

沼津市大岡黄瀬川345-1

友琴

沼津市添地町105

スナックBARNAGI

沼津市大岡2424-10

焼肉 ドラゴン

沼津市新沢田町19-15

花のれん

沼津市高島町20-11

げたやさん

沼津市高島町23-24

タムタムギャラリー

沼津市獅子浜22-28

台湾料理福亭沼北店

沼津市沼北町2-20-12

スナック ポンツウ

沼津市下香貫林ノ下2031-5

翠泉閣

沼津市下香貫林ノ下2031-5

あかり

沼津市中沢田336-1

鉄板焼きステーキ ジジ

沼津市下香貫上障子370-1

松福 東椎路店

沼津市東椎路838-1メゾンおおたけ1F

有限会社 松福富士店

沼津市千本港町57-1ホワイトハウスビル104

有限会社 松福

沼津市千本港町57-1ホワイトハウスビル104

富一亭 きえい

沼津市大岡2814-2

スナック チャチャ

沼津市高島町17-18北光小路

松福

沼津市千本港町57-1

スナック 恵

沼津市高沢町9-2コーポ上野1階

姉妹

沼津市高沢町2-18

なつ生

沼津市高島町20-11市川コーポ2階

天春

沼津市東宮後町22

シルバー ナイト

沼津市下香貫藤井原1648-1

四季楽喜酒

沼津市高島町18-23

YELLOW RIBBON

沼津市大手町5-9-12

シルクロード

沼津市北高島町19-6

クラブ ピュア

沼津市町方町27-1セントラルビル4階

club Lazuli

沼津市大手町5-8-14スギヤマビル1階

吉兆

沼津市新沢田町6-23

蕎麦酒菜おく村

沼津市通横町13

店舗名称

店舗所在地

コーヒータンドルスペシャルティコーヒーの店

沼津市吉田町15-15

バールカフェ tsubasa

沼津市高島町28-15秋山ビル1F

食堂 土筆

沼津市下香貫上障子412

遊宇

沼津市高島町4-12シティハイツM1F南

大和

沼津市東椎路871

BistroCoucou

沼津市大手町5-4-21沼’s34ビル1F

彩り居酒屋 花の菜

沼津市大手町3-6-27 内野ビル2F

M’sキッチン

沼津市新宿町2-11

ばなふりら

沼津市松長168-11

かくれんぼ

沼津市西条町27

吉野家 414号線沼津南店

沼津市上香貫1374

カフェブラン

沼津市下河原町三丁目8番地の4

海彩 華いち

沼津市御幸町22-36

山ちゃん

沼津市大手町1-2-13

漁師のおかず 海老や

沼津市高島町15-9

すし処京丸

沼津市上香貫槇島町1336-17

ミスタードーナツ マックスバリュ沼津南ショップ

沼津市西島町10-1

ふじのくに安全・安心認証（飲食店）制度 認証事業者一覧 【三島市】
店舗名称

店舗所在地

旬彩さん太

三島市本町7-12

ハートフルダイニング おんふらんす

三島市一番町11-4 ホテル昭明館2F

THE すすきの

三島市西本町1-25 山本ビル2F

うまかもん源丸三島

三島市一番町９ー１

沼津魚がし鮨 三島駅北口店

三島市一番町16-1 アスティ三島内

あめや鮨

三島市大宮町1-1-21

RAI4

三島市広小路町12-11

トラットリア ラ ボッカ

三島市一番町20-3 青木ビル2F

沼津魚がし鮨 流れ鮨 三島店

三島市萩41-1

沼津魚がし鮨 三島駅南口店

三島市一番町16-1

サガミ三島萩店

三島市萩336

居酒屋 City Camp

三島市広小路町6-24 第3KOHWAビル1F

和食麺処サガミ三島玉川店

三島市玉川409-2

めんりすと

三島市梅名108-2

泰安パークサイド店

三島市光ケ丘38-2

ハチエイチ酒場 三島カネサシ店

三島市一番町13-32

BARデザインコミュミー

三島市本町2-20

スナック 九江

三島市本町4-6

Forever

三島市本町6-6 グリッドビル2階

おてごろダイニング IPPIN-Plus

三島市一番町17-53 PSAビル1F

焼き鳥カフェ 鶏小屋

三島市本町4-4

うなぎの坂東

三島市一番町15-28

福わうち 三島駅前店

三島市一番町13-13 三島フジミビル5F

三島うなぎ野菜としいたけのお店ノウフク

三島市北田町6-4

パステリア地中海

三島市広小路町13-3

割烹 呉竹

三島市本町6-35

RITORNO

三島市泉町14-16 千照ビル1F

麺処 七転八起

三島市柳郷地6-1 山田ハイツ103

マリオパスタ

三島市南本町7-17

唐良里

三島市加茂川町4115-6

カフェ ハピネス

三島市本町10-4

たいやき本舗 藤家 三島萩店

三島市萩289-1

アニ☆らいぶ

三島市広小路町12-8

夏梅木

三島市谷田（夏梅木）657番地の1

cafe うちっち

三島市南本町1-11

赤から 三島店

三島市一番町9-37

ラジオシティー三島店

三島市一番町13-13フジミビル3F

創作料理ゆうが三島

三島市一番町13-13

やっぱりステーキ 三島店

三島市梅名108-2

ゆず庵 三島店

三島市玉川275-1

ラウンジバー木犀

三島市一番町13-30

麒麟

三島市泉町14-10

店舗名称

店舗所在地

英喜家

三島市広小路町4-2

伊豆・村の駅 餃一郎

三島市安久322-1

Cafe brunch TAMAGOYA

三島市安久322-1

寝技食堂〆技一本！まぐろ道場

三島市安久322-1

ヴィ・ド・フランス 三島店

三島市一番町16-1

焼肉きんぐ三島店

三島市玉川251-1

hanaakari

三島市本町5-11-2F

麺屋だい

三島市本町6-36

雪岳

三島市一番町13-34

魚炉助

三島市大宮町3-19-28石井ビル1F

焼肉すみ牛

三島市栄町2-20

らあめん花月嵐 三島店

三島市谷田183-4

山本食品門前 せせらぎ店

三島市大社町1-28

うたcafe優

三島市梅名403-3

BEER FIELD

三島市一番町7-20 高原ビル1F南

BAR GRACIAS

三島市芝本町11-21芝ビル2F

ナイトパブ憩

三島市芝本町11-32

御馳走家ごえもん

三島市北田町4-28

会津喜多方ラーメン小法師三島店

三島市玉川341

ヌーベルジャポネーゼ凛

三島市大宮町1-8-50

花音

三島市本町5-4 扇屋ビル103

真如の月

三島市安久29-15

BAR YUMOTO

三島市芝本町10-7

EGG

三島市一番町11-14第二KOHWAビル地下1階

TOPAZ

三島市広小路町1-36 横山ビル1F

サンク

三島市大宮町2-13-23ビッグビレッジ1F102

カフェコルソマルケ３８

三島市塚原新田498-2

レスカリエ・ド・三島

三島市本町7-30via701 2F 南号室

グラバー亭

三島市本町9-21

スナックANN

三島市本町6-7

鉄板屋JIN

三島市一番町13-3

アンのお店

三島市谷田（夏梅木）659-9

うなぎ割烹 御殿川

三島市梅名477-8

さんさん食堂

三島市末広町2-4

登喜和

三島市広小路町1-41

七厘亭

三島市緑町5-20

満天酒場 三島広小路店

三島市本町7-27

焼肉飯店 京昌園 三島駅南口店

三島市一番町16－1三島サウスビル2

Brasserie Mugi

三島市本町3-8

BEEFRIENDS

三島市一番町12-18

熟成ホルモンと焼肉 肉次郎

三島市本町9-1佐伯ビル2F

じとっこ組合三島駅前店

三島市一番町15-21 マスダビル1階

サイゼリヤ三島南店

三島市南町10-35

サイゼリヤ三島萩店

三島市萩256-1

店舗名称

店舗所在地

オムレットケーキと牧場ソフトのお店しろちび

三島市芝本町5-35

cube

三島市本町12-4 石井ﾋﾞﾙ2階

ラウンジj

三島市本町8-2つちくら本町ビル2F

横浜家系ラーメン 三島魂心家

三島市富田町8-22

菜の葉

三島市広小路町12-8

虎丸

三島市本町2-11 2階

確変中

三島市本町3-19

BAR HAPPY END

三島市一番町13-21山田ビル２F

Lounge 華ごよみ

三島市本町11-7 本町ビル2階2FA

和風個室居酒屋響宴三島駅前店

三島市一番町12-16第2カツマタビル3F

Buz

三島市芝本町11-21 芝ビル2A

Biarritz cafe

三島市広小路町4-3

WEDNESDAY COFFEE STAAND

三島市芝本町7-5

築地日本海三島店

三島市一番町12-16 第2カツマタビル1・2階

亜希

三島市本町13-14

スナック レイン

三島市本町5-13神尾ビル1F

スナック さふらん

三島市一番町13-31
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三島市一番町14-4

小料理 綾

三島市一番町13-3

極 炭焼一茶

三島市本町5-11

Lumiere

三島市本町4-8小島ビル2F

ワイン食堂 VINSENT三島店

三島市一番町17-1ミトワ三島２F

gawa Mishima

三島市北田町1-13

しろぞう

三島市本町3-14

すしとめ

三島市一番町13-34

woo'sburg

三島市松本266-1MSコーポ104

ロザート

三島市芝本町5-23

うなぎ すみの坊 本町店

三島市本町1－37

すみの坊 三嶋大社前店

三島市大社町18－1

酒肴 二葉

三島市一番町7-20高原ビル１F

ラブ

三島市本町5-9

Iwase-coﬀee

三島市大宮町1-11-1神戸ビル2F

喫茶 ふじ越

三島市安久29-7

馳走 山傳

三島市寿町7-34

次郎長

三島市谷田62-1

季節料理 あまね

三島市南本町16-5小川コーポ103

オステリア イル ガルボ

三島市芝本町5-5 小出ビル1B

三島afterBeat

三島市本町9-26

Cafe&Bar Ocean

三島市南本町20－32

ゆう遊空間 三島青木店

三島市青木72-1

セイロンパラダイス スリランカカレーレストラン本店

三島市北田町6-21

香香飯店 三島店

三島市一番町12-22

無添加イタリアンアルベロ

三島市広小路町1-37臼井ビル1F南

おい乱

三島市一番町12－16 第２カツマタビル7階

店舗名称

店舗所在地

旨宗家

三島市本町3-21

和食 さくら

三島市長伏644-1

スナック はち麿呂

三島市芝本町11-26 中山店舗１階西側

ガスト 三島梅名店

三島市梅名544-2

RAI4 THE Third

三島市広小路町5-10

華やま

三島市本町5-4 扇屋ビル1F

純喫茶 キネマ座

三島市梅名109-2

貝出汁らぁ麺 燈や

三島市萩720-12

スナック こりん

三島市一番町13-31

BACKDOOR

三島市本町6－6タツミビル1F南

はちまき

三島市大宮町3-1-13

西島

三島市一番町13-1

蔵

三島市幸原町1-8-1

食彩あら川 丸平

三島市中央町4-16

SPICE 7

三島市広小路町1-37 白井ビル2F

縁と

三島市南町4-17

Bar 客家

三島市北田町7-3かくれんぼビル2階

甘味処 伊豆河童

三島市広小路町13-3 1F

いなりや

三島市北田町6-17

歌謡スポットゆき

三島市南本町1-10

cafe bain-marie.

三島市本町3-14加藤ビル101

WOW

三島市広小路町12－11

ココス三島富田町店

三島市富田町340-19

Pas a Pas

三島市松本281-10

ラウンジ ChouChou

三島市広小路町9-13野村ビル2階

Pub lounge 穂乃花

三島市本町13-10SOHOビルプラス2 2階

居酒屋K

三島市安久148-18

M

三島市一番町11-14

食事処 みしまや

三島市一番町17-59

ぐらBar’ｓ

三島市本町7-4石村ビル1階

親子karaoke&bar

三島市本町6-6

とり家ゑび寿三島広小路店

三島市本町7-27

First

三島市本町13-10SOHOビルプラス2 4階

とんかつ蘭

三島市寿町4-28

菫

三島市泉町14-15

焼まる

三島市柳郷地4西側1階

カラオケバーPANDORA

三島市本町6－9

高田屋

三島市本町1-41

丸源ラーメン 三島店

三島市三好町13-20

梅よし

三島市梅名395-4

箱根ベーカリー三島店

三島市一番町16-1三島駅ビル内

JACKIE

三島市本町9-23プリンスハイツ12

でいごの花

三島市芝本町11-21芝ビル1F

スナック美香

三島市本町3-19

店舗名称

店舗所在地

のんき

三島市本町6-26

restaurantCaro

三島市南本町3ｰ26共栄ビル1階北

スナック サンシャイン

三島市一番町13-3

葱ぼうず

三島市東本町2-1-72

居酒屋agura

三島市大場83-3ｶﾞﾙﾀﾞｲﾔ1-B

一番亭 三島塚原店

三島市塚原新田297-1

一番亭 三島駅前店

三島市一番町17-60

かつ銀 三島北上店

三島市徳倉899-3

グルッペ本町店

三島市本町2-27

PUB サリー

三島市本町6-6

酔ごころ

三島市一番町13-34

allez

三島市一番町10-8

otro

三島市広小路町2-19 2F

ぼて福 三島店

三島市中田町10-28

フィズ

三島市松本256-4金刺コーポ1階105号

3rd

三島市本町5-4扇屋ビル101

一庵

三島市徳倉4-15-1

ソウル屋

三島市本町4-6

成・naru

三島市芝本町11-21

スシロー三島梅名店

三島市梅名394-1

マカロニ市場 三島店

三島市梅名545-1

VOGUE2

三島市一番町12-16第2カツマタビル6階

アスコット

三島市本町4-6

つばさ寿司本店

三島市広小路町13-9

居酒屋颯人

三島市本町5-21F

洋食屋 バーニーズ

三島市梅名592-2

スナック 麻美

三島市一番町14-1プラザビル三島1F101

睦月

三島市広小路町13-3 １F

台湾料理 小白竜

三島市広小路町9-13

301餃子

三島市一番町17-59

むらかみ

三島市長伏115-1

ALLURE

三島市本町3-21

Miel

三島市一番町12-1SKビル4F

三椿

三島市一番町13-31

我楽食多

三島市梅名189-1

Ange

三島市一番町14-4

極楽湯 三島店

三島市三好町4-23

ぽてこちゃん

三島市広小路町6-9

焼肉の名門 東海苑

三島市本町9-22ベルシャトーレ1F

SNACK BAR SALTY

三島市本町6-11内田ビル1F

笠縫

三島市一番町13-34

茂よし

三島市南本町3-4

肉 室牛

三島市本町6-6

食事処 かまの

三島市八反畑103-8

店舗名称

店舗所在地

日家

三島市谷田240-16

中華料理 高京

三島市泉町11-23

中華家 北京ダック

三島市広小路町1-30ヤオタメビル1F

10-1 Kettle

三島市一番町10-1

さかなや道場 三島広小路店

三島市本町9-1佐伯ビル1階

スナック MoMo

三島市本町6-6

レトロん

三島市緑町1-4

ラッキーハートA

三島市本町6-7

割烹 菱屋

三島市本町14-31

鮨勝

三島市一番町12-1 SKビル201号

Bar Aoki

三島市芝本町11-21青山ビル1F

とり家ゑび寿 三島広小路店

三島市本町7-27

ル・ポール

三島市幸原町2-1-3

炭火焼き鶏 KINOSUKe

三島市大場79 2F

Momiji Cafe

三島市大場1086-101

Japanese Bar KAZU

三島市本町5-13カミオビル1F

戸田塩だっ手羽

三島市北田町2-23

いい田

三島市北田町6-23

楪

三島市広小路町4-51階北側

KARAOKE BAR PUSH

三島市一番町13-15佐々木ビル5階

和匠 とと兵衛

三島市文教町1-5-6日商三島ビル102

三嶋そば兵衛

三島市一番町8-13

JIN

三島市中央町1-13

魚民

三島市広小路町9-16久保田ビル1階

魚萬

三島市一番町13-9JA三島駅前ビル1階

KiRAKu

三島市泉町14-1

Recanto bar lanchonete

三島市本町13-19

カラオケまねきねこ三島南口店

三島市一番町11-14

Jeunesse

三島市本町6-6

居酒屋 遊庵

三島市本町12-8SOHOビル2F

オフタイム

三島市本町3-22

Guild Caesar

三島市栄町12-18

諭吉

三島市本町6-9

LanaGROTTO

三島市本町6-11内田ビル2F

ｄｉｎｉｎｇ ＲＯＵＴＥ ３９

三島市広小路町10-1小田切ビル2Ｆ南側

あすか

三島市加茂川町22-2レジデンス関根1F105

松韻

三島市中田町1-16

大衆割烹 山翠

三島市南町4-21

白木屋JR三島南口駅前店

三島市一番町9-37三島サンメイトビル2階

藤すし

三島市広小路町1-20

CLUB蓮

三島市本町12-8SOHOビルプラス1 5階

茶房欅・けやき茶寮 器心

三島市大宮町1-8-45

小さな村

三島市大宮町1-8-45

パルコ

三島市泉町1-49

店舗名称

店舗所在地

お好み焼き PIYO

三島市西本町2-7さとうビル1階

スナック Just a Way

三島市本町14-4

コリアンダイニング 太陽

三島市加屋町1-12

居酒屋 轟

三島市緑町1-4

Lounge Grotto

三島市本町6-11内田ビル2F

はし膳

三島市本町6-27

Bohe’me

三島市本町5-4扇屋ビル2F208号

割烹 古登富貴

三島市大場135-1

春月

三島市本町3-19

雪ノ下 近藤正文&薫

三島市本町8-1野田ビル２F

スナック 真樹

三島市本町5-11

Lupin

三島市本町9-23プリンスハイツ

Peridot

三島市本町4-12

さかい川

三島市長伏547-25

LibeRe

三島市本町12-8SOHOビルプラス1 4階

サロンドサバス

三島市一番町11-14第2コーワビル1F

三島個室創作居酒屋 呑み蔵 三島駅前店

三島市一番町15-32芹澤ビル1F

全席個室居酒屋 鳥鶏 三島店

三島市一番町14-1ホテルブルーム2F

芳

三島市加茂川町21-12

マクドナルド 三島日清プラザ店

三島市中田町9-30

食べ飲み放題＆個室居酒屋 ごちまる 三島駅前店

三島市一番町1532芹澤ビル2F

個室居酒屋創作京料理 京の華音 三島店

三島市一番町14-1三島プラザビル3F

美味しいお肉と豊富なタパス CHEERS-チアーズｰ 三島店

三島市一番町14-1 三島プラザビル1F

マクドナルド 函南店

三島市梅名334-1

球美の島

三島市大場88-1

ビッグボーイ三島店

三島市南二日町4-7

サッポロラーメン 両国

三島市南本町12-23

遊楽 山zaki

三島市寿町4-3山崎ビル1F

riviere

三島市広小路町1-17

ゆきむら焼肉ホルモン店

三島市東本町2丁目4-6

京ごえん

三島市本町1-27 本町山口ビル1F西

スナックエル

三島市広小路町1-22広小路ビル1F

スターバックス コーヒー 三島玉川店

三島市玉川247-1

鮮魚処 三代目 魚貞

三島市本町13-9

おゆき

三島市南本町3-26

若鳥

三島市本町4-1

絆

三島市広小路町2-20

家庭料理 やなぎ

三島市中央2-29

富士山三島東急ホテル「炉 L’ＥAU ROBATA GR ILL」

三島市一番町17-1

FeeL ONE

三島市本町13-14 ツチヤビル3F

ヴェルデ

三島市一番町14-5

CLUb TIARA

三島市一番町12-18第八ティ・エス・ビル5階

よし久

三島市一番町13ー32

スナック TIARA ANNEX

三島市一番町11-14第2コーワビル1階

店舗名称

店舗所在地

ぐろっと

三島市本町6-7

ふらいぱんカフェ 広小路店

三島市本町11-7眞田ビル2F

Be Room

三島市幸原町1-7-33

中国料理エル・リオ

三島市泉町1-49

かぼちゃ

三島市栄町1-32

SAOIRSE

三島市緑町4-7アルファビル1F

しおや三島店

三島市一番町16-1アスティ三島

かぼちゃ

三島市本町2-22

彩食茶の間 Coo 三島店

三島市一番町3-2弘電社・長沢ビル1Ｆ

ポポンタ

三島市松本370-13

よってがっしょ

三島市玉川489-1

食堂 紀美乃

三島市中田町14-26

ら～めん 華麗なる無花果ーいちじくー

三島市谷田656-5

Ritz Authentic

三島市西若町2-5

ハリーズ・ラスト・チャンス

三島市本町5-9 2F

HATERUMA

三島市中央町3-47江戸屋ビル1F

スナックTama

三島市広小路町12-4

焼肉の店秀

三島市本町6-25

サッポロラーメン両国 谷田店

三島市谷田260－11

ほおずきの実

三島市本町4-14

やぐら寿し

三島市末広町2-4

おでん居酒屋 たきや

三島市中央町2-29

とんかつ大和

三島市南本町20-32

伝丸 1国三島南町店

三島市南町10-31

伝丸 三島徳倉店

三島市徳倉910-8

ジュテーム

三島市本町13-14 2階東

三ツ星マート三島駅前店

三島市一番町11-14第二KOHWAビル1F

湯郷 三島温泉

三島市徳倉1195

焼肉びか三島長伏店

三島市長伏57-17

KEWL＆LEGIT

三島市本町13-5

SNACK TIARA

三島市本町6-6 原店舗1階東側中側

安田屋

三島市広小路町10-25小田切ビル1階

赤ちょうちん 治ちゃん

三島市一番町3-21

炉端 文月

三島市東本町1-2-6

居酒屋かっちゃん

三島市東本町2-11-52

居酒屋 越後

三島市徳倉3-1-56

すみ多

三島市本町9-21

スナック ジュアラ

三島市中田町11-4

学校法人 鈴木学園 ティファニー

三島市一番町15-33

Bar そう庵

三島市一番町17-52

たん観

三島市本町12-20高田ビル1F

牛角 三島南店

三島市青木278-1

牛角三島北店

三島市萩39

花みずき

三島市西若町5-5

店舗名称

店舗所在地

中国広東料理 抜天

三島市本町14-11

スエヒロ館 三島店

三島市玉川8-1

みんなのわが家

三島市東本町1-13-18

台湾料理 九龍城

三島市大社町8-36

すなっく 和 nagomi

三島市多呂19-2

ふよう

三島市徳倉2-2-31

ターブル・ドゥ・クドウ

三島市中央町4-30

Beans

三島市広小路町12-8

美ら

三島市一番町12-1 SKビル5階

四季彩 永塚

三島市本町3-21

コソダテの学校3919

三島市大社町18-45

クラックアップ

三島市南本町1－4南本町ビルディング203

いこい屋

三島市本町6-12

はなの舞 三島南口店

三島市一番町13-13三島富士ビル1F

肉豆冨とレモンサワー大衆食堂安べゑアスティ三島サウス店

三島市一番町16-1アスティ三島

スナック イーグル

三島市平田151-1

インド料理 タージマハール

三島市徳倉4-37-6

インド料理 タージマハール

三島市梅名312-1

さぬきうどんのことひら

三島市東本町2-8-44

ら～めん太助

三島市平田132-1

グッドラック

三島市本町5-11

スナック ナイスボギー

三島市谷田並木260-12ヒルサイドテラス並木1F

ホルモン大将

三島市本町11-10

DEEP

三島市中央町3-25

鮨 もろこし

三島市谷田240-7

Cafe &Bar Blooming

三島市中央町6-2

河野米店

三島市本町9-17

三嶋和食 ひいらぎ

三島市大宮町一丁目1-1

富士タンメン 三島広小路店

三島市広小路町1-40越沼ビル1階

amahoshi

三島市本町1-36

ACE 2nd

三島市泉町14番16号千照ビル2階南側

炭火処 菊乃鶏

三島市一番町11-17大黒ビル１F

WINE Bar ALMA

三島市広小路町5-19宮内ビル2F

ケンタッキーフライドチキン三島北店

三島市萩268-2

お好み焼きつくし

三島市南二日町20-18

焼肉 松玄

三島市萩359-1太陽ビル一階

彩花

三島市松本266-1エムエスコーポ1F

鉄板酒場 三良坂

三島市本町4-8コジマビル1F

ふぐの三四郎

三島市本町6ｰ24

五味八珍萩店

三島市萩323

Cafe&Darts Flores

三島市本町12-8SOHOビルプラス1 1F

土俗参鶏湯

三島市緑町5-23 市川ビル1F

松屋 三島店

三島市玉川243-1

デュラス ナオコ

三島市本町3-21

店舗名称

店舗所在地

酒場deまんなか

三島市本町2-20

Noisy

三島市本町2-10 1F

江戸変わりそば飯島

三島市泉町1-31

酒蔵 和

三島市幸原町1-7-1ＮＹビル1-A

BarLapis

三島市本町6-6

ぽてと

三島市広小路町5-10望月ビル1F

ムゼット

三島市広小路町7-20TTビル101号

丸亀製麺三島青木

三島市青木143-1

コナズ珈琲三島

三島市玉川263

スナック亜紀

三島市本町5-4

DEN

三島市谷田塚の台1585-3

かわむら ホルモン

三島市南二日町19-4

土佐っ娘

三島市加屋町10-8

鳥勝

三島市東本町2-1-77

韓国料理 カンナム

三島市中央町2-29

樹里亜

三島市泉町1-49

カラオケバンバン 三島松本店

三島市松本294-32

カラオケバンバン 三島広小路店

三島市広小路町9-14鈴木ビル1F2F

セルコバーガー

三島市西本町8-6

朝出伝

三島市北田町3-40英光ビル3-101

club rire

三島市一番町12-18第八ティ・エス・ビル1階

Regent Club

三島市一番町12-18第八ティ・エス・ビル3階B

かっぱ寿司三島店

三島市三好町279

A-GU

三島市本町2-20

近江牛焼肉レストラン oniko

三島市文教町2-32-2 水上ビル1F

SUP STM ～さぱあ それでも.やっぱり.三島～

三島市本町6-6

長生庵

三島市新谷48-32

ほっこり空間 圭縁（どどえん）

三島市本町2-18田村ビル 1F

日本料理 寿司・うなぎ処 京丸

三島市一番町17-1富士山三島東急ホテル2F

浪漫亭

三島市大宮町3-20-24日東ビル3F

ティーサロン・ボナール

三島市広小路町1-30

パーク イン カフェ ピクニック（楽寿園内）

三島市一番町19-3楽寿園内

BATT

三島市広小路町1-30 1階1B号

ブロンコビリー 三島南田町店

三島市南田町5-23

おでん屋ほんちゃん

三島市広小路町12-8西堀貸店舗2号室

不二美食堂

三島市一番町13-15

貝出汁らぁ麺 燈や 三島駅南口店

三島市一番町12-1SKビル

カレーハウスCoCo壱番屋 三島萩店

三島市萩256-1

酒楽

三島市寿町4-33

焼肉 成高園

三島市広小路町5-3

ラウンジブリス

三島市一番町12-18第八ティ・エス・ビル2階B

スタイリッシュクラブ サロン

三島市一番町12-18第八ティ・エス・ビル4階B

クラブポセイドン

三島市一番町13-13ミシマフジミビル2階B号室

ガールズバーミルキー

三島市一番町12-19高田ビル1F

店舗名称

店舗所在地

矢込酒店

三島市広小路町3-5矢込ビル1F

澤庵

三島市本町6-23

プリマルーチェ

三島市広小路町4-5K&Kビル2F

スナック 大しま

三島市文教町1-6-9

スナック あゆ

三島市芝本町1-44菊川ビル1F

和食処 さがみ

三島市芝本町1-44菊川ビル1F

スナック 麗

三島市本町13-6

韓国料理 居酒屋プサン

三島市谷田507-24

和料理 ろめいん

三島市西本町11-11

和食ダイニング 神楽

三島市広小路町1-21谷ビル1F

憩いのスペース 三笑

三島市一番町13-34

Lounge LUNARIA

三島市一番町17-57関野ビル2F

プラチナ

三島市本町13-10SOHOビル＋2 3F

焼き鳥 さんこめ

三島市一番町13-10

BAR もん

三島市一番町8-11

ふたつめ

三島市一番町9-13太陽ビル1F

レモンサワー酒場ニカイノ真べゑ

三島市一番町17-49btビル2F

華美月

三島市泉町6-53

やっこ寿司

三島市一番町4-20

飲み処 きみ

三島市芝本町1-44

金精

三島市加茂川町12-3

季節料理 花ほたる

三島市梅名446-1

和食処よしみ

三島市谷田261-2

やきとり春ちゃん

三島市長伏547-1

古着屋バル 000

三島市南町5-29ダイエービル1F

万年青 おごじょ

三島市広小路町11-28

裏庭

三島市芝本町11-5

パブイーグル

三島市本町3-21

如月

三島市芝本町11-21

J.ヤマガタ

三島市本町6-36

時雨庵

三島市文教町2-14-32

くら寿司 三島南店

三島市南町10-28

Snack まゆみ

三島市本町3-21杉山本舗一階東側

Konzert cafe

三島市笹原新田13

ママさんの家庭料理美沙

三島市北田町3-55 1F

スナック 夢

三島市柳郷地19柳郷地ハイツ1F

逢来

三島市芝本町1-39 1階

スナック KaTz

三島市本町2-11加藤ビル

スナック スマイル・アキ

三島市広小路町4-4

ミスタードーナツ 三島広小路ショップ

三島市広小路町5-19

四ツ葉のクローバー

三島市梅名324-11

蜩の宿

三島市東本町5-12斉藤ビル1F

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

店舗所在地

芋工房かくたに

富士宮市根原449-19

割烹旅館 たちばな

富士宮市野中1085-4

カフェ＆ショップ Spring

富士宮市宮町5-12 静岡県富士山世界遺産センター内

ドライブイン もちや

富士宮市猪之頭1114-1

あさぎりフードパーク インフォメーション

富士宮市根原449-11

ビュッフェ レストラン ふじさん

富士宮市根原字宝山449-10

道の駅朝霧高原 食堂

富士宮市根原492-14

沼津魚がし鮨 流れ鮨 富士宮店

富士宮市富士見ケ丘415-1

洋風居酒屋 びりーぶ

富士宮市万野原新田3378-128

京昌園 富士宮店

富士宮市ひばりが丘147

蕎麦割烹 志ほ川本店

富士宮市西町5-5

海鮮料理もちわ

富士宮市安居山703-20

食酒甘味茶屋 天竺屋

富士宮市西町5-7

和食麺処サガミ富士宮店

富士宮市西小泉町8-1

ままん

富士宮市大宮町5-17

板前料理まえ田

富士宮市若の宮町282－4

ミルクハウス

富士宮市内野1327-1

堀うち

富士宮市城北町365の2

Shiraito General Store

富士宮市上井出字滝元266-1

太福屋

富士宮市浅間町8-5

繭玉

富士宮市粟倉435

レストラン 志ほ川

富士宮市城北町667

北海道チーズダイニング グスターレ

富士宮市東阿幸地1－1

農場レストランでいただきます

富士宮市内野1327-1

バーベキューテラス

富士宮市内野1327

グランヒュッテ

富士宮市内野1327

FUJIYAMA TAPAS

富士宮市中央町5-13

北海道室蘭焼鳥 居酒屋蔵

富士宮市黒田1－16

朝霧ハイランド株式会社 まきばのミルクカフェ

富士宮市内野1327-1

有限会社 まかいの牧場 ナチュラ・ヴィータ

富士宮市内野1327

ブラウンシュガー

富士宮市小泉1823-5

居酒屋寿

富士宮市北山3681-8

アイス屋ティコ

富士宮市下条280-1

Ticco Ticco

富士宮市内野1327-1

ふろんてぃあ

富士宮市内野1327

La cave de SANOMAN

富士宮市宮町14-19

鮨太郎

富士宮市田中町372

焼肉ハウス 力

富士宮市貴船町2-2

MARIA

富士宮市小泉1788-1 寛野ビル

和の味 久松

富士宮市豊町19-12

貴船

富士宮市西町25-9

じねん坊

富士宮市西町4-12

店舗名称

店舗所在地

まかいの牧場 らくのうFactory

富士宮市内野1361-2

ステーキのあさくま 富士宮店

富士宮市西小泉町19-3

村田屋

富士宮市西町10-13

和の食彩 天道

富士宮市外神237-11

Restaurant Mitsu

富士宮市小泉2343番地の102

亀屋旅館

富士宮市大宮町23-6

tencafe HIGASHI-CHO

富士宮市東町21-9

のんのん

富士宮市下条127-3

あさぎりお茶工房

富士宮市根原449-17

キャメル

富士宮市泉町122

池田製麺所めんらぼう

富士宮市外神1129

カモメ

富士宮市浅間町12-13

四五六菜館

富士宮市富士見ケ丘239

鎌倉パスタ

富士宮市浅間町1-8

食事処阿部

富士宮市田中町355

ゆうしお

富士宮市穂波町18-3頭火ビル2階

中華料理 新新

富士宮市宮原377-7

富士見荘

富士宮市野中753の1

MONTEGO CAFE

富士宮市東阿幸地15 2F

ウエストギャザー

富士宮市西町25-4ホテルクラウンヒルズ富士宮2階

御馳走酒場う～

富士宮市西小泉町23-4クボタビル1階

天ぷらとワインのお店むらせ

富士宮市中央町5-132階

cafe bar Mucu

富士宮市小泉2179-12

ベルポームジロー

富士宮市若の宮町224の2

Cafe Page

富士宮市野中608-1

バージャニャーラ

富士宮市大宮町2-6

ばんばん

富士宮市淀師1159-3

Patisserie Yayoi

富士宮市宝町19-12

つぼ半

富士宮市大宮町12-14

ラフェスタ

富士宮市小泉1788-1

いただきます う～

富士宮市ひばりが丘445

サロン ド チップチップ

富士宮市大宮町16-13

客炉留

富士宮市東町22-11

いっぷく亭

富士宮市宮町2-9

カフェ&ダイニングバー SunFlower

富士宮市大宮町12-1

FieldDogsGarden

富士宮市猪之頭1816-9

ガスト 富士宮バイパス店

富士宮市富士見ケ丘413

グラッチェガーデンズ 富士宮田中店

富士宮市田中町586

しゃぶ葉 富士宮弓沢店

富士宮市弓沢町840

ガスト 富士宮店

富士宮市小泉2149-1

ろばた樹苑

富士宮市中央町14-9

鉄板焼ちゃん 駅前店

富士宮市中央町9-3

鉄板焼ちゃんバイパス店

富士宮市中原町6

盛baルート

富士宮市城北町582

店舗名称

店舗所在地

魚匠樹苑

富士宮市中央町7-8

樹々苑

富士宮市中央町15-4

樹苑

富士宮市中央町14-9

牛角ひばりが丘店

富士宮市ひばりが丘219-1

炭火やき 厨 保さか

富士宮市西小泉町18-18

がしん亭

富士宮市東町6-19

パブ マクレガー

富士宮市舟久保町16-13

炙り居酒屋うおやのげんさん

富士宮市東阿幸地835

ココス富士宮店

富士宮市ひばりが丘1152

BAR Gris

富士宮市東町23－5

そば処 美やじま

富士宮市外神2211-17

焼肉じゅう兵衛

富士宮市泉町927

ルフラン

富士宮市西町27-3

スナック DX

富士宮市城北町748藤乃木ビル1F

ドッグラン&カフェ MOMO

富士宮市源道寺町1247

八潮すし 小料理朱

富士宮市大岩507-10

めいげつえん

富士宮市阿幸地町35

芳乃

富士宮市錦町1－15

居酒屋かついち

富士宮市小泉1793-5菅野ビル

セロリ畑

富士宮市淀師466

手打ち蕎麦・御料理 味源

富士宮市三園平255

むすび屋

富士宮市宮町4-23

大勝軒（秀） 富士宮店

富士宮市富士見ケ丘437-2

ハンザ

富士宮市大宮町12-3

のんcafe

富士宮市朝日町8-24

小料理 花凜

富士宮市外神東町197-1

ここずらよ

富士宮市宮町1-1

麺屋ブルーズ

富士宮市大宮町8-7

お肉屋さんの肉食堂&肉居酒屋たけい

富士宮市小泉30-1

居酒屋まる

富士宮市大岩538-4

K’s Diner

富士宮市淀川町20－15

居酒屋なべちゃん

富士宮市淀師705-1益穂ビル1階107号室

さんきゅーダイニング

富士宮市東町16-20

島人

富士宮市穂波町18-3頭火ビル1階

レストラン さの

富士宮市黒田287-8

おかず処 みつば

富士宮市淀川町4-29

多国籍料理居酒屋 八百萬

富士宮市三園平11

かつ銀富士宮阿幸地店

富士宮市東阿幸地698

楽陽

富士宮市中央町4-11

御食事処 和つなぎ

富士宮市錦町7-2

酒楽房 客炉留

富士宮市小泉1801-18

cafe & deli mogu

富士宮市上井出3472-22

スナック ちーちゃん

富士宮市ひばりが丘1083

投げ矢本舗

富士宮市元城町13-20山田ビル2階

店舗名称

店舗所在地

炭火焼 宝来家

富士宮市東町22-15

インド料理 王様のカレー 小泉店

富士宮市小泉835-101

自家焙煎珈琲豆シロネコ

富士宮市黒田287-1真野戸建1号

みやま園

富士宮市杉田1321-3

居酒屋330

富士宮市杉田1130-1トップビル1F西

居酒屋 坂井

富士宮市宮原588-2マスビル2D号

スナック チャップリン

富士宮市万野原新田4159-3ツインサンヒルズ103号

餃子の一番亭 富士宮阿幸地店

富士宮市東阿幸地698

そば処 利庵

富士宮市小泉2494-4

鉄板焼き かずちゃん

富士宮市北町城北町393

集楽

富士宮市中央町7－14タ－ミナルビル1F

和

富士宮市下柚野364の1

月光

富士宮市西町27-3

Honey Bee

富士宮市朝日町6-33

美酒佳肴 和っしょい

富士宮市宮原384-5

お菓子と珈琲 赤池商店

富士宮市弓沢町924

食の庭外山

富士宮市野中1189-11

すし萬あたらし

富士宮市大中里1008-10

ピースキッチン

富士宮市北町7-16ヴィラノーテ内

BIG ROCK

富士宮市大岩563-5

富士宮グリーンホテル

富士宮市東町23-18

富士宮グリーンホテル屋上ビヤガーデン

富士宮市東町23-18

スシロー富士宮店

富士宮市ひばりが丘1143

ろばた 篤海

富士宮市宮原588-2

博多ラーメン 鉄馬

富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮1階

居酒屋スナック ふうか

富士宮市淀師705-1

お好み焼天国 みっちゃん家

富士宮市宝町11-24

スナック尚賛

富士宮市富士見ケ丘628

富士宮焼きそば＆ビストロFUJIBOKU

富士宮市宮町4-22

お食事処とし

富士宮市上井出2253-3

親華桜

富士宮市中里東町275

レストランバーDUFF

富士宮市東町29-12

モンシュシュ

富士宮市朝日町6-333

クレープ屋さんtomoshibi

富士宮市中央町2-5テナントＣ

まる福食堂

富士宮市内野1838-5

マァベラス

富士宮市小泉1788-1

Mioritomo

富士宮市野中1136-7

酒処 樽屋

富士宮市矢立町736-12

西の家

富士宮市上井出1774

サテンドール

富士宮市小泉1788の1

寿司貞

富士宮市宝町8-12

FUJINOMIYA BASE

富士宮市小泉1190-2

Snack MIKAZUKI

富士宮市小泉1801-20

スナック Tie's

富士宮市万野原新田4159-3ツインサンヒルズ105

店舗名称

店舗所在地

朝霧ジャンボリーゴルフクラブ

富士宮市猪之頭2971

くいものや 輪

富士宮市万野原新田4054-19

ゲストハウス フォレスト・ヒルズ

富士宮市黒田205－1

酒楽とも

富士宮市小泉1788-1

株式会社 シンエイ レッドクリフ

富士宮市浅間町1-8イオン富士宮店1F

天神橋

富士宮市上井出825-6

MONT SAINT FUJI

富士宮市外神431-1

王様のカレー（まかいの牧場店）

富士宮市内野1327-1

DINING ROOM 7-7

富士宮市神田川町7-7

ディープ

富士宮市西町5-3

コメダ珈琲店 富士宮店

富士宮市三園平687

room9

富士宮市穂波町18-3頭火ビル1F

道とん堀富士宮店

富士宮市城北町492

ふじしげ

富士宮市上井出2324-3

ゴディバ

富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮1F

ご飯屋 まるや

富士宮市西町3-13

居酒屋 秋

富士宮市大中里1786-16

和敬庵北山店

富士宮市北山5418

天ぷらとんかつ甚兵衛

富士宮市宮原22－13

岩市南支店

富士宮市黒田298-11

喫茶 ヴィーナス

富士宮市ひばりが丘287

ラウンジ桜歌

富士宮市三園平13-1

待夢里

富士宮市小泉1787-9

しんげつどう

富士宮市青木325-12

Pasta＆Pizza PATA PATA 富士宮店

富士宮市三園平660

mamerukitchen

富士宮市万野原新田3063-1

ブラッディマリー

富士宮市朝日町6-33エビスプラザビル202

花あかり

富士宮市朝日町6-33

輪

富士宮市小泉1793-5寛野ビル

農民カフェてまり茶屋

富士宮市山宮2649-3

魚民富士宮店

富士宮市東阿幸地24 1階

カフェ・ナチュレ

富士宮市人穴346

カレーハウスCOCO壱番屋 静岡富士宮バイパス店

富士宮市阿幸地705

Snack810

富士宮市北山3590

うなてん

富士宮市浅間町11-16

タイ屋台料理 YUKI'S KICHEN

富士宮市大宮町

居酒屋 夢二

富士宮市中里東831

西山食堂

富士宮市上条527

台湾料理香満園富士宮店

富士宮市神田川町28-9

長嶋屋

富士宮市前田町108

手打ちそばのおみせ ひで

富士宮市万野原新田3327-15

みどり亭

富士宮市宮北町54

魚けん

富士宮市大宮町2の12

神田川

富士宮市前田町71

店舗名称

店舗所在地

DEJA-VU

富士宮市小泉1117-9

御食事処 みさ

富士宮市上柚野50-2

とんかつ かつゆう

富士宮市宮原588-2マスビル2A

Schn

富士宮市小泉1787-9リバーサル１F

K's kitchen.もぐもぐ亭

富士宮市万野原新田3032-14

居酒屋 あご山

富士宮市安居山824-5

中国料理 白珍

富士宮市小泉333

味飲鮮

富士宮市元城町13-8

有限会社とんかついとう

富士宮市小泉622-18

むめさん

富士宮市上井出854-50

和た正

富士宮市朝日町13-1

瓜島温泉 翠紅苑さくら

富士宮市内房385

台湾料理 金龍閣

富士宮市淀師82-1

スナック キャッツ愛

富士宮市小泉1787の9

粋弘

富士宮市宮北町125

ぴーす

富士宮市宮原454-3

なんちゃっ亭

富士宮市三園平370

Mt. Fuji Brewing

富士宮市大宮町4-5

あぶくま川

富士宮市北山4963-8

喜八 楽八

富士宮市中原町60

新稲子川温泉ユー・トリオ

富士宮市上稲子1219

セドール

富士宮市万野原新田3134

富士山天母の湯

富士宮市山宮3670-1

ビストロしろやま亭

富士宮市豊町7-10

七五三

富士宮市三園平15

居酒屋 故郷

富士宮市淀師705-1

小鉢料理香音

富士宮市西町27-3

居酒屋 絆長

富士宮市淀師532

居酒屋ほろよい

富士宮市元城町8-9

小料理 津和野

富士宮市西町12-13

Lyric

富士宮市朝日町6-33プラザエビスB棟102

スナック トミ

富士宮市大岩773-2

HANABI

富士宮市宮原612-1Mビル103

スターバックスコーヒー イオンモール富士宮店

富士宮市浅間町1-8 イオン富士宮ショッピングセンター1F

ひまわり

富士宮市若の宮町32

華麗屋

富士宮市宮原444の9

やわらぎ

富士宮市大宮町6-15

マルコウ

富士宮市貴船町9-8

居酒屋 丸

富士宮市万野原新田4159-3ツインサンヒルズ101

京ちゃん

富士宮市城北町234

喫茶 SNACK AYA(あや)

富士宮市大宮町7-3

スナック Cecil

富士宮市万野原新田4159-3 ツインサンヒルズ102

レストラン 陽だまりキッチン

富士宮市ひばりが丘805

居酒屋 北国

富士宮市万野原新田3141-25

店舗名称

店舗所在地

手打ちそば蕎友館

富士宮市城北町15

ころぼっくる

富士宮市万野原新田4088

ベルカフェ

富士宮市宮町14-2

バーミサ

富士宮市貴船町1-15

幸路

富士宮市穂波町3-2

マキシム

富士宮市黒田293-5

海友

富士宮市西町28-9

水しま

富士宮市大宮町6-15

スナックパンジー

富士宮市宝町1-7

焼肉きんぐ富士宮店

富士宮市阿幸地町734-1

スナック ヒロ

富士宮市東阿幸地62

とっぷがん

富士宮市北町20-1

スナック ラブ

富士宮市万野原新田3329-13

BAR Trinity

富士宮市東町7-17

ろばた焼せいゆう

富士宮市朝日町3-7

ドトールコーヒーショップ EneJet富士宮バイパス店

富士宮市ひばりが丘700

喰進房

富士宮市浅間町4-22

割烹旅館小川荘

富士宮市大宮町10-1

遊山

富士宮市城北町343

いっぷく屋

富士宮市宮原385-9

鮨・和食 たつ木

富士宮市万野原新田3022-3

ホルモン酒場 みやほる

富士宮市大岩450-1

ゆず

富士宮市長貫1123

雄心庵

富士宮市小泉495-22

俺ん家レンジ

富士宮市朝日町6-33エビスプラザA棟2階201号

スタジオガーデン

富士宮市田中町547-1

ガッツ ポテト

富士宮市城北町112

らぁめん サスケ

富士宮市万野原新田4099-3

はっちゃん

富士宮市北町20-1

さの食堂

富士宮市大宮町21-1

スナックまりんこ

富士宮市杉田1130-1トップビル地下1階1131-2

つかさ

富士宮市上井出276-7

スナックバー サワ

富士宮市泉町91

籠と風呂敷

富士宮市東町25-7

スターダスト

富士宮市中島町492の11

順平

富士宮市中央町12-13

炉ばた焼きおおつき

富士宮市淀師1114の4

旭富士

富士宮市中島町366-3

そばの実 一閑人

富士宮市内野1551-42

エムエステック

富士宮市杉田680-3

かねまつ

富士宮市山宮948-48

花多幸

富士宮市万野原新田3063-1

五穀 美山

富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮1F

倉式珈琲店 イオンモール富士宮店

富士宮市浅間町1-8

店舗名称

店舗所在地

スナック のっぽ

富士宮市元城町13-20山田ビル2階

銀座スエヒロ 富士店

富士宮市猪之頭1138-2

まるけい

富士宮市小泉787-11

かねまつ

富士宮市山宮948-57

JeweL

富士宮市中島町361-16

月あかり 富士宮店

富士宮市中央町3-9柳屋ビル1F

モア・モア

富士宮市貴船町9-10

黒船屋

富士宮市神田川町16-5

遊味亭

富士宮市城北町531-5

遠原屋

富士宮市猪之頭1875-2

居酒屋 山門

富士宮市西小泉町8-8 雨宮ビル2F

ラーメン口福

富士宮市阿幸地町722

ゆき野

富士宮市野中1001-24

大阪屋

富士宮市元城町12-10

居酒屋 萬望

富士宮市万野原新田3080-1

花月

富士宮市矢立町737

富士山神田川楽座 宮膳つたや

富士宮市大宮町19-12

レストラン サンパギーダ

富士宮市中央町4-10

上田屋 竹風亭

富士宮市内房4938-35

宮うち

富士宮市小泉519-28

さくらんぼ

富士宮市万野原新田2962-26

さのめん お食事処こころ

富士宮市野中東町43

はなの舞 富士宮駅南店

富士宮市錦町2-37

いこい

富士宮市宮原383-15 遠藤ビル1F

Indian Restaurant Sandesh

富士宮市淀川町15-10

CHAOS Lab

富士宮市淀師583-20

奇石博物館

富士宮市山宮3670

お食事処 本山

富士宮市外神673-8

喰い物屋 こてつ

富士宮市万野原新田3742-2

大垣書店イオンモール富士宮店＆Cafe

富士宮市浅間町1-8イオンモール富士宮2階

けやき坂

富士宮市万野原新田3052-3

大宮小学校裏 さの

富士宮市元城町18-13

なんちゃら亭 喜楽

富士宮市北山5203-15

スナック ニューキャンドル

富士宮市小泉1788-1寛野ビルBF

サ－ティワンアイスクリ－ム イオンモール富士宮店

富士宮市浅間町1-8 イオン富士宮S.C1F

サ－ティワンアイスクリ－ム富士宮店

富士宮市北町7-16

天気図

富士宮市穂波町7-1マルベルハイム102

わたなべ

富士宮市大岩507-10

ふくや

富士宮市宮原99の2

わかめ

富士宮市万野原新田3160-8

月下茶屋

富士宮市大宮町1-9石川アパート1F店舗

ケンタッキーフライドチキン富士宮バイパス店

富士宮市東阿幸地688

割烹 竹の子

富士宮市大宮町16-12

ブロカント・カフェ

富士宮市黒田109-15

店舗名称

店舗所在地

ドッグラン＆カフェ キャンフェス

富士宮市粟倉2711-61

八平

富士宮市大宮町15-1

ラーメン山岡家 富士宮店

富士宮市三園平1400－1

来来亭 富士宮店

富士宮市小泉205

みんなのおかん。

富士宮市万野原新田3544-4

松屋 富士宮店

富士宮市中原町312

割烹と蕎麦壽

富士宮市大宮町5-15

熟成醤油ラーメン きゃべとん 富士宮店

富士宮市三園平1522

焼肉 ゆうやけ

富士宮市朝日町17-18

由羅＆あゆ美

富士宮市穂波町6-4

たかのチェーン富士宮店

富士宮市浅間町12の10

どん家

富士宮市穂波町3-2

すし処 米津

富士宮市朝日町9-6

パブ陶陶

富士宮市弓沢町828

平七

富士宮市上稲子3921-22

文太

富士宮市羽鮒867の3

美月

富士宮市若の宮町615

Kande Kade

富士宮市杉田1130-1トップビル1階東

山げん

富士宮市大宮町1-2

わらや

富士宮市北山1536-2

丸亀製麺富士宮

富士宮市中央町2-2

仕出し・宴会 ほしや

富士宮市北山4962-1

居酒屋みつ

富士宮市三園平1107

居酒屋 福聚

富士宮市北山4962-1

志ほ川小泉店

富士宮市小泉2105-6

スナック 尾道

富士宮市淀川町4-29

ラーメンとん太 宮原店

富士宮市宮原385-1

スナック BEN

富士宮市杉田1130-1トップビル地下1階

竹の家

富士宮市西町25-7

K-chup

富士宮市淀平町748

F's marche

富士宮市小泉90-1

夢庵 富士宮阿幸地

富士宮市東阿幸地676

浜新

富士宮市貴船町1-7

楽味人

富士宮市錦町2-15

貴幸

富士宮市朝日町17-18

ふくろう

富士宮市三園平1732ロイヤルサンコーポ104号

モスバーガー富士宮エンチョー店

富士宮市万野原新田3736-1

居酒屋 やがわ

富士宮市大岩257-7

清ふじ

富士宮市北山1046-1

らあめん亭

富士宮市野中1057-10

鉄板焼き すぎ本

富士宮市西町16-3

ミマスヤ2

富士宮市元城町10-15

ル・シェール

富士宮市小泉1793-5寛野ビル地下1階

スナック 美紀

富士宮市三園平15

店舗名称

店舗所在地

洋風居酒屋 じゅん

富士宮市羽鮒33-2

HOUKI Living

富士宮市城北町586

居酒屋 たんぽぽ

富士宮市中央町12-13

東唐子

富士宮市西小泉町7-5

FUJIYAMA HUNTER’S BEER 浅間大社タップルーム

富士宮市宮町12-20いちふくコーポ1F

Bayern Meister Bier 有限会社

富士宮市上井出字河原端1254-1

食堂 カワラサキ

富士宮市小泉1769-2

鉄板お好焼すぎやま

富士宮市東町23-1

山水

富士宮市穂波町7の1

Farm House コウ

富士宮市山宮445-1

舞花

富士宮市東町22-15 2階

DOIFARM

富士宮市下条777-1

パティスリー ジャヴァ

富士宮市前田町137-2

居酒屋 きみ

富士宮市安居山767-6

スナックジュン

富士宮市万野原新田3072-7

ToriTonあき

富士宮市西町25-2

ニュー北斗星

富士宮市貫戸87-1

立宿

富士宮市朝日町6-33プラザエビス103

喫茶 モア

富士宮市黒田282の2

居酒屋 楽ハウス

富士宮市田中町724-11

食事処 居酒屋 たぬき

富士宮市阿幸地町182

富士山白糸庵

富士宮市原1199-2

スナック 江浪

富士宮市小泉1804-1

たまごの星、ステーキDADA

富士宮市浅間町1-8 イオンモール富士宮 1階

酔月

富士宮市宮原24の6

龍鳳

富士宮市中央町3-4

いざかや のん紀

富士宮市大宮町5-7

焼肉ふじみ 富士宮店

富士宮市元城町6-4

食事処 山下

富士宮市中央町3-4

肉匠坂井 富士宮バイパス店

富士宮市富士見ケ丘437-3

おざわ

富士宮市ひばりが丘6

くら寿司 富士宮店

富士宮市富士見ケ丘22

鉄板焼 ちどり

富士宮市万野原新田4062-18

夢花

富士宮市馬見塚297-8

京風寿司処 柳屋

富士宮市中央町3-9

やきとり家すみれ 富士宮店

富士宮市小泉205-4

酒蔵 ひょうたん

富士宮市淀師705-1

吉野家 富士宮店

富士宮市淀師1111-2

そば工舎 つくしんぼう

富士宮市神田川町17-7

居酒屋 こまっちゃん

富士宮市大宮町17-11

食事処 山吹

富士宮市山宮1018-22

優ちゃん

富士宮市東町16-23

ポルカキッチン

富士宮市三園平1692-1KSKスクエア 2F

ポーク軒

富士宮市小泉2014-15TKビル101、102

店舗名称
から吉

店舗所在地
富士宮市小泉2014-15TKビル101、102

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

店舗所在地

ボンボヤージュ

富士市富士町6-2 久保田ビル2階F東側

魚磯富士店

富士市永田町2丁目65

寿し処 いとう

富士市浅間上町1-4

料理 あやめ

富士市富士町16-3

沼津魚がし鮨 流れ鮨 富士青島店

富士市青島町218 西友内

京昌園 別館

富士市瓜島町55

ロゼテラス

富士市蓼原町1750ロゼシアター内

京昌園 富士みなみ店

富士市鮫島370-1

鉄板鍋 とら五

富士市瓜島町74-1

サガミ富士伝法店

富士市伝法滝下1978-3

じおん

富士市富士町4-22

京もつ鍋ホルモン 朱々 富士吉原店

富士市吉原2-6-7

柳麺鷹恋

富士市松岡647-7 あかりビル101号室

信玄

富士市松岡1134-9

牛タンしゃぶしゃぶチーズ焼肉 アカリヤキラメキ

富士市富士町17-12 田中ビル1F∼2F

palette cafe

富士市長通12-2

はるのや

富士市依田原新田104の34

鈴竹食堂

富士市中里929の1

ダイバーズ居酒屋タイガー

富士市富士町3-21鈴木ビル内

一村

富士市吉原２丁目4-1

小料理ゆき

富士市吉原3丁目4-11

LUMBER YARD

富士市津田9-2

大衆酒処こな

富士市永田町1丁目121 あさひビル1F

ホテルグランド富士

富士市平垣本町8-1

サーティワンアイスクリーム イオン富士南SC店

富士市鮫島118-10 イオン富士南ショッピングセンター内2階

来夢来人

富士市富士町5-8 スタービル南側

割烹くいしん坊

富士市錦町1丁目13-20

茶房カノン

富士市柚木441-1

松葉楼

富士市吉原2-8-9

サーティワンアイスクリーム 富士エンチョー店

富士市永田北町4-5

サーティワンアイスクリームマックスバリュ富士八幡町店

富士市八幡町6-3

和食めん処サガミ 富士柚木店

富士市柚木388の3

魚民 雅粋庵

富士市今泉1丁目8-38

Trattoria Adriatico

富士市本町11-10 望月ビル1F

ホテルルートイン 富士

富士市永田町2-81-1

ホテルルートイン 新富士駅南

富士市宮島602-1

スナック トニー

富士市今泉1-8-5

串特急 富士吉原店

富士市吉原2丁目11-8

菜々花

富士市吉原2丁目9-22

カルビ一丁富士店

富士市蓼原町1671

海郎小屋 吉原店

富士市吉原4丁目5-12

天神屋富士工房売店

富士市青島186－3

店舗名称

店舗所在地

天神屋アピタ富士吉原

富士市国久保2丁目1－10アピタ富士吉原

Mistral

富士市日乃出町165-2

縁だこ 富士店

富士市本町7-19中駿ビル1F

瓔珞

富士市吉原3丁目10番1号

釜忠

富士市今泉3丁目20-30

coco a coco

富士市富士町3-8

わおん

富士市吉原4丁目13-21コーポ東新3 1F

Restaurant＆Bar COMECOME

富士市瓜島町98-3

チェリー

富士市元町2-5 コーポサノ1F

みなみ

富士市富士町8-1 栄ビル1階

すなっくサチ

富士市本町7の7

Neo

富士市南町3番45号

レストラン 駿河路

富士市岩淵1488-1

クラブ嵯峨

富士市吉原4丁目19-28

アン

富士市中里寿町144-17

もぐら 吉原店

富士市吉原2-9-13

呑み処 ひまわり

富士市吉原2丁目9-12

中華飯店 味坂

富士市石坂182-1

古民家ギャラリー 懐古庵

富士市今泉4丁目7-23

やまぼうし

富士市新橋町1-12

味の民芸富士店

富士市本市場421-3

酒蔵十三文

富士市柚木378-2

Bird -old pizza house-

富士市吉原2丁目11-6 MARUICHI BLDG.1962

はせ川

富士市吉原3丁目3-14

オールドソーコ プラス

富士市瓜島町187

酒処 遊楽

富士市富士町8-3栄ビル1F

えびす家 富士店

富士市伝法2619-1

富士甲羅本店 八宏園

富士市青葉町530

赤から富士店

富士市永田町1-124-3

Italiankichen VANSAN富士店

富士市伝法2557-1

リストランテ ガバリーニ

富士市厚原2124-11

和風ダイニング茶華

富士市平垣本町9-3

自家製麺味一番

富士市厚原1244-3

Ohana

富士市富士町11-15センチュリービル2階

富士の恵みごはん 双葉

富士市平垣本町6-4 MSビル1F西側

さかなや道場 新富士店

富士市川成島644-3 新富士ビル２F

バーガーキング イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10イオンタウン富士南2階

コラソン

富士市吉原3-1-3

和食処まさご

富士市浅間本町7-10

BEPPIN食堂

富士市入山瀬599-1

こだわりとんかつかつ政富士岡店

富士市富士岡275-1

エイトリッチーズコーヒー

富士市川成島654-10

こだわりとんかつかつ政鷹岡店

富士市入山瀬591-1

こだわりとんかつ かつ政津田店

富士市津田町56の1

店舗名称

店舗所在地

RED SOLE

富士市吉原2丁目5-17

海月

富士市吉原2丁目6-14

横浜家系ラーメン 夜更家

富士市本町4-21 フジビル1階東側

きまぐれキッチンなないろ

富士市久沢831-2

ふじ万

富士市柳島6-10

酔い酔いや佐吉

富士市本町3-1 富士駅前センタービル1F

glam

富士市浅間本町1の30

7RIN YAKI 5Lab

富士市富士町15-5

Food&Bar Zack

富士市本市場町919

京昌園 別館 はなれ

富士市永田町2丁目79-1

焼肉飯店 京昌園 新富士駅店

富士市川成島654-10

nikubar IL TAVOLO 富士インター

富士市瓜島町105-1

Music Gallery Shell

富士市日乃出町58 日の出ビル1号

焼肉 玉起園

富士市森島102-2

サイゼリヤ富士天間店

富士市天間1292-6

香港ダイニング 龍七彩

富士市中野211-8

横浜家系ラーメン 富士吉原魂心家

富士市依田原326-4

サイゼリヤ富士青島店

富士市青島町38-1

イル・キャンティ富士

富士市柚木319-3

岩本山ゴルフ・総合射撃場

富士市岩本1601-2

酒と魚comaru

富士市本市場町792

BEER JAM

富士市本町5-4

居酒屋 美裕

富士市広見西本町4-5

串焼きのお店 串松

富士市伝法837-3

来来亭 富士吉原店

富士市八代町12

そば切り なかむら

富士市桧新田302-1

CLUB VIP

富士市本町4-6スカイビル3階

アテナ

富士市吉原4丁目2-1池田ビル２階

鉄板焼じん

富士市瓜島町90

焼肉 炭次郎 富士店

富士市厚原670-10

Noàs Ark

富士市富士町10-18 ライカビル2 1階101号

いちかわ

富士市吉原2丁目3-26

酒ト飯 KOTOHA

富士市厚原2092-9

居酒屋 あすな

富士市岩淵51-17

さくら

富士市吉原4丁目25-20

鎌倉パスタ イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10

ラ・メゾン

富士市水戸島298の5

Banyantree

富士市吉原3丁目3-22

おるたな

富士市久沢831-2 池田テナント4号

エンジェル

富士市水戸島2-1-22

パブ 美空

富士市水戸島１３０－４

PIPS

富士市吉原2丁目8-12林ビル2F

musica

富士市吉原3-4-12

飲み処 憩

富士市横割4-4-29富士和ビル1F

店舗名称

店舗所在地

SHUBHABIHANI富士本店

富士市長通31-6

YOLO

富士市吉原2丁目8番20号

彩美汀

富士市吉原3丁目3-22長田ビル地下1階

助六食堂

富士市天間1542-9

吉峰庵 さかな もち月

富士市永田北町6-13

プリティーガール

富士市吉原2丁目3-16

VOICE

富士市本町7-4共栄ビル2階北側

精香園

富士市今泉2386-3

お好み焼き 鈴家

富士市元町10-19

あつはらおでんや

富士市厚原1364番地の7

壱號

富士市富士町5-18斎藤テナント1F

餃子工房 まんぷく

富士市松岡1814-1

RUDIE

富士市吉原3丁目2-17

ろばた焼さかなや

富士市蓼原町1648

充家

富士市松岡350-10 早房マンション101号

10.ant

富士市天間1782-1

ラーメン孫悟空

富士市久沢字柳田6-3

寿酊姫 松野(ステーキ松野)

富士市宮島310

Surf&Cafe LOCAL

富士市永田町1丁目88

ガスト 富士錦町店

富士市錦町１丁目14-22

心音

富士市久沢831-2

しゃぶ葉 富士松岡店

富士市松岡1620-1

ステーキガスト 富士八幡町店

富士市八幡町4-10

バーミヤン富士今泉店

富士市今泉1丁目17-18

小料理 小梅

富士市富士町8-15栄ビル1F

ガスト 富士加島店

富士市加島町2-2

艶

富士市富士町9-5旭ビルC-2

台湾料理 鴻運来

富士市荒田島170-1

ジョイフル穂積

富士市天間1930-5

スナック こまき

富士市吉原3-3-22長田ビルBF1

極み豚骨 青達真

富士市中央町3丁目5-20 1F

デリカノライフ SODALA

富士市水戸島元町6-11

丼ぶり専門店SUNZOK

富士市川成新町420

養老乃瀧加盟店富士広見店

富士市石坂402-1

牛角富士吉原店

富士市浅間本町1-49

牛角富士久沢店

富士市久沢220-3

ファラオ

富士市永田町1丁目85の1メゾンながた101

CASUAL Bar CHILL

富士市御幸町4-10 幸コーポビル2階 201号

World football bar KICKERS

富士市吉原2-11-8

日乃出酒場 げんさん

富士市日乃出町168

錦町酒場せいろやげんさん

富士市錦町1丁目15-20

MOON

富士市吉原2丁目3-13

やきにくや京昌園本店

富士市吉原4丁目5番7号

ココス富士青島店

富士市青島36

店舗名称

店舗所在地

富士檜倶楽部

富士市横割2-1-13

サカナcafe

富士市中島350-7 志田ビル1F

cafe Maison

富士市川成新町293-4

串かつ こぞう 吉原店

富士市浅間本町2-27

串かつ こぞう 本店

富士市瓜島町70

肉汁から揚げスタンドだんだん

富士市御幸町12-8

サンパサンパとんパラ

富士市本町7-16

Baroque～HANARE～

富士市富士町8-5 1F

大衆ビストロ Baroque

富士市本町6-1シンセアビル富士駅前

とりばる羽六

富士市富士町9-16旭ビル1F

丸鶏HAKOZAKI

富士市川成島654-10

高山珈琲店

富士市本市場町1051

Baroque Galaxy

富士市富士町8-5栄ビル1F

いち吉

富士市吉原2-11-4

トラットリアさんりんしゃ

富士市富士町19-5

スナックオルゴール

富士市富士町10-18アミューズメントビルライカ2 105

向日葵

富士市吉原3丁目6-16鈴木ビル3F

さかえや

富士市松岡492の16

NEW CLUB DEAREST

富士市本町6-11西駅前ビル1階東及び2階東

Blue Ice レトロ

富士市富士町12-33

ダイナース

富士市本町7-13アロービル1F

元祖台湾まぜそば はなび 富士店

富士市今泉6-2-8

ラ・タグーチェ

富士市瓜島町108瓜島ビル101

呑笑処 澤

富士市今泉1-3-1シゲノブビル3F

美よし

富士市吉原4丁目2-33

きゃっする

富士市日乃出町111 1F

歩く書道教室Omoi

富士市大淵6

オニオン

富士市富士町9-5

Kamileon Cafe 58

富士市吉原4丁目2-2

はんなり

富士市吉原4丁目3-5山大ビル2F

スパイスカレーDARTERA

富士市依田原新田103-6

餃子の一番亭 富士青島店

富士市青島町278

Brave

富士市中央町2丁目2-24たむらビル4階

タブーザ・ボニート

富士市青葉町88

きむらや

富士市津田町128

かつ銀 富士青島店

富士市青島町278

ろきぃ

富士市八代町7-30ビレッジ八代1階104号

ホルモン亞闍羅

富士市吉原1-2-12

CHOU＊CHOU

富士市日乃出町64-10スウィングビル202

クラブ U

富士市吉原3丁目6-20清水ビル1階

デン

富士市吉原3丁目6-20清水ビル3階

ふくちゃん

富士市入山瀬403-1

和's Dining かぐ楽

富士市本町10-12加藤ビル1F

リバプールジョン

富士市川成島16-2

店舗名称

店舗所在地

千葉牛久玉屋2号店

富士市中野518の45

北海道

富士市大淵2895-12

美鈴

富士市国久保2丁目5-7

cafe Einstein

富士市本町14-12

一番亭 富士伝法店

富士市伝法字西平2628-1

一番亭 富士松野店

富士市北松野1889-2

餃子の一番亭 富士柳島店

富士市柳島57の1

ホワイトパレス

富士市青島200-1

チャイニーズレストラン福家

富士市青島町221の1

泉の里

富士市入山瀬516-1

Pipeline

富士市富士町17－13 〇ビル2階

ラウンジかのん

富士市吉原2丁目1-4

IL BORGO

富士市富士町14-7渡辺ビル1F

スナックベビーズブレス

富士市吉原2丁目12-9和田ビル1F

富士グリーンホテル屋上ビアガーデン

富士市本町5-1

富士グリーンホテル高橋

富士市本町5-1

Honey Bee

富士市富士町6-2久保田ビル1F

ラウンジマーブル

富士市本町5-1

喰物問屋

富士市吉原2丁目2-3水野ビル1階

宇佐美酒店（み処うさみ）

富士市北松野1287-2

立ち飲み六

富士市本町6-1

焼肉 牡丹苑

富士市本町4-6スカイビル2F

あかし

富士市松岡1623-2松岡ビル

Wonder

富士市本市場210-2メゾンIM1F

ALICE

富士市吉原4丁目1-18-2KLOVER2階-B号室

lounge花律

富士市富士町12-35シゲノブビル19 2階

てあてるキッチン

富士市本市場町801

すなっくJOY

富士市厚原777-1シゲノブビル102号室

Bistrot Yイグレック

富士市鈴川東町8-4

ファミーユ ドゥ フルーリス

富士市厚原1938-17

ゴーシュ

富士市吉原2丁目8-9

Bistro Huit

富士市本町9-19

cafe古時計

富士市大淵100-18

草杜風

富士市大淵4250-5

本格インド ネパール料理店

富士市岩淵1033-1-2

スシロー富士高島店

富士市高島町70

ザ・ハンバーガー

富士市中央町1-1-1

きらら

富士市中丸140-9

AWA DANCE

富士市中央町1-1-1

真珠貝

富士市吉原2丁目2-10八重洲ビル2F

大石食堂

富士市水戸島元町2-6

サムサラ

富士市中野173-2 秋山ビル205

強啓

富士市富士岡475-1

ガンジス川

富士市伝法945－4

店舗名称

店舗所在地

スナック ムーラン

富士市八幡町3-1

おでん 響

富士市中央町２丁目2-17SK8-1西側

レディースマーケット 富士店

富士市本町3-9フジ駅前センタービル1Ｆ

セブン・セイル

富士市広見西本町5-13

南町酒場いなほ

富士市南町3-26

中華一元

富士市久沢788-1

とんかつたか山

富士市大淵2832-3

二代目 呑

富士市厚原1150-1

Etoile

富士市中央町2-2-16伊東ビル2F

來御-LION-

富士市吉原2丁目1-4ヨシオカビル103号

海山幸

富士市南松野2670-1

お皿大名摩虎羅

富士市本町6-13

カフェ1518

富士市中里34-1

JUDO CHOP

富士市宮島876-23

カジュアルバー ムーンシャイン

富士市富士町5-8

有

富士市日乃出町65 野村ビルパークサイド2F

ラウンジ 凛

富士市中央町1丁目2-12ドムス富士102

サンマルクカフェイオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10

フレンチ居酒屋レスポワール

富士市本町4-16

若松寿司

富士市本町5-3

どんぐり畑

富士市厚原208-2

鳥秀

富士市瓜島町108-103

ダイニングバー ricoricomesa

富士市青島町228

ろばた焼き 徳川

富士市富士町8-15

RireCitta

富士市蓼原181メゾンクレールB1階

池田屋酒店

富士市吉原4丁目9-23

てんくう富士駅前店

富士市富士町6-12

キャナリィロウ富士青葉店

富士市米之宮町141

肴場 神沢川

富士市横割2丁目2-23

ちお坊

富士市横割2丁目2-27

まるごと駿河湾

富士市川成島654-10

大衆ジンギスカン めりい亭

富士市本町6-7西本町ビル1F

フィーリング

富士市依田橋町8-2

にしき寿司

富士市伝法2733の10

SNACK LUNA

富士市中央町2丁目2-24田村ビル202

ソウル

富士市広見本町5-3

縁

富士市御幸町4-11

HARAPEKO Kitchen

富士市久沢766-30

ラ・ラマディータ

富士市吉原2丁目7-11 コーポ東新V3階

コメダ珈琲 富士中央店

富士市永田町2丁目94

芙蓉峰の麺処 姓屋

富士市宮下109

とりとり亭富士店

富士市本町7-4共栄ビル1-F

うまいものや楽

富士市本町7-15 エスアンドケイビル2 1階1B号室

L' Equation

富士市津田町101-1

店舗名称

店舗所在地

一刻魁堂 イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10イオンタウン富士南1F

道とん堀富士高島店

富士市高島町55

ゆで太郎 富士八代町店

富士市八代町13-8

ゆで太郎 富士永田町店

富士市永田町2-105

AN NAM QUAN

富士市本町13-19 2F

Ray's

富士市富士町16-1中西ビル2F B

三富士食堂

富士市高島町50富士市立病院内

Lounge 椿

富士市吉原3丁目2-17丸山ビル1F

Gyoza cafe Goat

富士市富士町4-3 OSGビル1F

ジョリーパスタ富士インター店

富士市伝法2806-16

旬鮮の蔵

富士市吉原2-7-1

HEART

富士市今泉1丁目3-1 スカイプラザシゲノブ5F

アーバンカウボーイ

富士市吉原3丁目3-18田中ビル2F東側

竹

富士市富士町4の20三枝ビル1F

ろばた焼モリ田

富士市大渕2523の9

スナックパートナー

富士市中野288

カラオケ本舗 まねきねこ 富士厚原店

富士市厚原516-2 ISビル1F-2

SAPNA

富士市川成新町136-2

健康堂

富士市浅間本町1-38

すし 日本料理 魚民 本館

富士市吉原3丁目3-13

mi-mo富士

富士市日乃出町28-4

ホルモン焼き庄ちゃん

富士市久沢1丁目4-28

カラオケまねきねこ富士駅前店

富士市本町4-23フジビル4F

カラオケまねきねこ 富士本市場店

富士市本市場426-4

カラオケまねきねこ 富士八代町店

富士市八代町8-54

Pasta＆Pizza PATA PATA 富士店

富士市永田町2丁目29

アートスペースPoPo

富士市増川434-10

ソルティドック

富士市富士町16-1

岩市 大渕店

富士市中野537-10

カサブランカ

富士市吉原2丁目3-17SKビル2F

HERMITAGE

富士市依田原新田103-1ロコビル102

花奈

富士市今泉1丁目8-5

こがね

富士市伝法1987の13

天ぷら 天作

富士市柳島233-2

WASHOKUDAINING 吉ト成

富士市高嶺町11-10

KICHI TO NARU KITCHIN

富士市高嶺町11-9

CHBARINA

富士市松岡12012-7-1

なみき

富士市吉原3-2-15

リストランテ ヴェッキア・ランテルナ

富士市水戸島344-4

RAIDEN

富士市吉原2丁目6の15

一龍坊

富士市伝法2308-2

紫陽花

富士市南松野1800-5

中華料理 華紋

富士市松岡524-2

スナック リーベ

富士市富士町8-10

店舗名称

店舗所在地

カレーハウスCOCO壱番屋 富士高島町店

富士市高島町57

ジョウンデー

富士市吉原4丁目2-7ライカ3 1-B

ワインカェ タストヴァン

富士市柳島307-1

REGALIS

富士市今泉1丁目3-1スカイプラザシゲノブ４階

フラワーズ

富士市富士町15-12

魚民新富士店

富士市川成島702-1

WWW

富士市本町7-15 S＆Kビル2 2F西側

大韓家

富士市本町9-17岩山ビル1F

スナックan・an

富士市本町6-1シンセアビル富士駅前3F北

インド料理 マハラジャ

富士市伝法2811-1

TIFFANY

富士市吉原2-5-15保科ビル別館１F

季節料理 よしざき

富士市本市場町1044

おくに

富士市川成新町114

富士屋

富士市伝法2610-1-1

スナック えーる

富士市吉原2丁目13-17Mビル2階

らーめん元気

富士市国久保3-6-2

黒屋

富士市吉原4-2-3松栄ビル1Ｆ

肉屋一輪

富士市吉原3-3-18田中ビル1階西

カラオケサロン・あかね

富士市伝法149の11

たつみ庵

富士市北松野4068

居酒屋 タイランド2

富士市吉原3-5-1

PINOPINO

富士市厚原591の12

スナック REVIVAL

富士市日乃出町65パークサイド野村ビル1-A

天津

富士市森島204-11

Mugiwara

富士市富士町19-1パルメイトビル2階B

鈴広

富士市大淵150-50

玄庵

富士市厚原869-3

Lounge 藤

富士市吉原4丁目2-7アラビアンナイトビル・ライカ3 2階G号室

居酒屋 しぶや

富士市吉原2丁目6-1

有限会社 和多屋

富士市川成新町152

P.K.9

富士市吉原2-9-26カミオ吉原本町ビル2F

グロリア

富士市吉原2丁目4-1 2階

鶏膳

富士市本町3-6

ビッグボーイ富士瓜島店

富士市瓜島町58-1

焼肉の亜沙維

富士市沼田新田149の2

Licca～六花～

富士市今泉1丁目10-1MKビル2階

LAZOS

富士市久沢86-25

ごはん処さしみや

富士市伝法1891-13

うお鶏 富士

富士市本町4-11平和本町ビル4F

かむかむ

富士市平垣本町9-3

花ぜん

富士市中央町1-9-15

寿屋

富士市横割4丁目12-23

ファンデーション

富士市今泉1-6-23原田ビル1B

焼肉大門

富士市今泉1丁目7-1

店舗名称

店舗所在地

ZUYA

富士市富士町3-31 シティライフ101

JUSTO EN TU GUSTO

富士市中柏原新田171-7ディアス小川F101

ケルン

富士市依田橋町8-28

結心

富士市伝法734-2

美郷

富士市吉原2-3-12小六ビル1F

勢月

富士市中之郷1221-1

小町

富士市吉原4丁目10-47

板前料理 雁がね

富士市横割5丁目12-17

富士市 新環境クリーンセンター 循環啓発棟 FUGAKU

富士市大淵676

ラウンジ FA

富士市吉原2丁目4-1ハセガワ第2ビル2F

スターバックスコーヒー富士川サービスエリア（下り線）店

富士市岩1348-3東名高速道路富士川サービスエリア（下り線）

スターバックスコーヒー イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10イオンタウン富士南ショッピングセンター

スターバックスコーヒー 富士高島店

富士市高島町68

やきとりの扇屋 富士中央店

富士市中央町3-8-17

ホルモン・焼き肉 四天王

富士市松岡1135-10

洋風居酒屋 テイク

富士市吉原4丁目12-18

鮨英

富士市吉原2丁目5-15

アジアンダイニングスワディスタ

富士市今泉1694-5

PAPA'S

富士市中央2-12-23

小花

富士市吉原4丁目21-12

しおや吉原店

富士市永田町1丁目27-1

ひさちゃん

富士市厚原1254-3

ダイナース 吉原店

富士市御幸町5-10ハイエストビル1F

NOFUZOU

富士市吉原3丁目6-14S’WINGビル2 201号室

いざかや

富士市吉原2-13-17

スナックDaria

富士市日乃出町64-10スウィングビル101号室

スナックらふ

富士市本町6-2カーサビル2階

あゆみ鮨

富士市中央町2-6-15

わかな鮨

富士市松本90の18

居酒屋ポチ

富士市吉原4-10-48

グリーン リーフ

富士市中野404

お好み焼 天馬

富士市天間1209-5

そばカフェなごみ

富士市伝法2424-18

ホテルリブマックス 富士駅前

富士市横割本町2-21

ボナール

富士市富士町4-20三枝ビル1階

哲麺縁 富士松本店

富士市松本55-9

わら路

富士市天間1542-2

カラオケ喫茶 YOU

富士市厚原970-1

ドリームハート

富士市今泉1－7－15－2F

クラブ ナイトクイーン

富士市吉原2丁目8－20近藤ビル2階

多幸福

富士市中央町2丁目2-16MKビル1F

台湾料理 福亭

富士市比奈858-1

スナック再会

富士市中央町2－12－23

スナック 酔夜

富士市南町7-51

店舗名称

店舗所在地

サロン ラブ

富士市富士町16-1 ナカニシビル2F

伝丸 富士柚木店

富士市柚木386-5

台湾料理福亭

富士市南松野2525-1

Belle

富士市吉原1丁目2-9スターズビル1階101号室

一賀久

富士市吉原4丁目2-35

古都

富士市中里430-1

owl

富士市富士町17－2タチバナビル1階

友一

富士市吉原3丁目1-2

中華な居酒屋 一心

富士市津田47-2

炭火焼 轍

富士市比奈1274-1

ヘヴン

富士市吉原4丁目20-3サクラビルB-1

六軒町

富士市吉原2-4-5

さかぐら

富士市吉原2丁目6-15

季節料理・寿し 栗はら

富士市平垣本町1-11中島ビル1F

有限会社 すし春

富士市伝法464-6

フレンチ・キッチン＆パスタ ピュア・エール

富士市中里194-2

や台ずし 富士駅前町

富士市本町6-3

カフェ ココ・タンタ

富士市川成新町416

食堂 いし川

富士市北松野1322-1

時代や

富士市御幸町4-10幸コーポビル102号

Sorte

富士市吉原3丁目6-16 1階西側

焼肉味松園

富士市今泉2296-4

はな遊

富士市吉原4丁目21-10

Delice愛鷹亭

富士市神谷84

鵬龍

富士市永田町2丁目39-3

大喜

富士市御幸町4-10幸コーポビル1F

魚静ずし

富士市吉原5丁目4-20

彩屋

富士市富士町16-13神明第一ビル1F

大大や

富士市吉原2丁目11-6マルイチビル1階

ニパチ 富士駅前店

富士市本町5-5富士駅前西ビル1,2F

大野や

富士市吉原2-11-12

スナック リボン

富士市今泉1－7－15－1F

大阪王将 富士店

富士市日乃出町37

ゲストハウスの下

富士市吉原3-3-23澤田ビル1F

シュリンプ

富士市永田町1-87宮本ビル1-A

スエヒロ館 富士店

富士市青島町194

酒喰処 大將

富士市一色491-4

中華料理 十二番

富士市加島町9-18

スナック Te

富士市富士町10-18ライカ2 301

御その

富士市石坂456の18

炉ば太 陣

富士市青島町22

ラ・カルフェ

富士市本市場町735

BLITZ

富士市久沢222-1

炉ばたダイニング蔵や

富士市富士町7-1

店舗名称

店舗所在地

鐘庵 富士今泉ABC店

富士市今泉3-15-30

中華飯店 吉祥

富士市吉原2丁目6-8

どんどん 富士店

富士市荒田島町69

大角

富士市大淵2991の17

丸太小屋

富士市大淵629の4

Kyamin Ston

富士市伝法1087-5

クラブ 桐

富士市本町6番6号 西本町駅前ビル2階

仏蘭西乞喰

富士市本町6-6西本町駅前ビル1階西側

三代

富士市大淵3435-1

小さなお家

富士市吉原2丁目13-10

スナック Seina

富士市原田620-3

横浜家系ラーメン藏本家

富士市石坂281-3

居酒屋 黒兵衛

富士市中里2591-49

旭川味噌ばんから富士店

富士市津田54-1

鳥泰

富士市御幸町6-15

食事処おおつき

富士市伝法2529の1

居酒屋 ねぶた

富士市吉原4丁目14-12

田舎や

富士市北松野1336

韓国風居酒屋 高麗

富士市富士町8-6サカエビル1F

おりおり

富士市吉原1丁目2-17

ラ・モンテ

富士市今泉2187

ミョンの花坊

富士市中野571-2

卯の花

富士市元町10-25

すずき

富士市今泉1丁目6-23原田ビル4 1F-C

ジュテーム

富士市吉原3丁目8-7鈴和ビル1F

スナック 日本橋

富士市吉原3丁目1-1木村ビル2F

ラーメンハウス 均ちゃん

富士市北松野329-13

ラーメン ちくば

富士市元町10-24

駿富

富士市富士町4-15

創作酒場 鳳翔

富士市吉原4丁目2-1池田ビル1階

八戒

富士市久沢2-14-38

食事処 三松

富士市南松野2001-2

光家寿司

富士市横割3丁目8-10

サライ

富士市富士町17-13

うなぎや

富士市中里1343-2

東京庵

富士市水戸島元町14-22大善ビル105号

ボンガー

富士市吉原2丁目3-18中西ビル地下1階

Cafe富士山のめぐみ

富士市岩淵1488の1富士川楽座4階

巴

富士市富士岡1452-1

亜門

富士市米之宮町252

オレンジポット八幡町店

富士市八幡町6-3マックスバリュ富士八幡町店

birch

富士市川成島268-1

みつ子

富士市大渕2861-22

和幸イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10イオンタウン富士南店1階

店舗名称

店舗所在地

炭焼きレストランさわやか富士鷹岡店

富士市久沢847-11

炭焼きレストランさわやか 富士錦店

富士市錦町1丁目11-16

cafe KOSMOS

富士市厚原1387-2

イタリアンパセリ

富士市吉原2丁目6-2

スナックHIP’S

富士市富士町10-18アミューズメントライカビル 3F303

天ふじ

富士市日乃出町119

vege table TOMS

富士市中央町2丁目2-16

CASA CORAZON D

富士市吉原3-8-7鈴和ビル1F

ラーメン井出

富士市本市場442-2

ベーカリーカフェ シェノン

富士市川成島48-1

精香園

富士市松岡1134の7

FOOD HOUSE 音亭

富士市横割6-18-10

串 一寸

富士市富士町5-2

きこり

富士市八代町8-12

妃
ラウンジ モダンタイムズ

富士市富士町7-7田中店舗1階北号室
富士市吉原2丁目3-17SKビル5 2階南側

ラウンジ・バー COCO

富士市吉原2丁目13-5横瀬ビル1F

ラウンジ 花

富士市御幸町3-18ベルメゾンミユキ1階103号室

アルタナカフェ

富士市永田67-14

とうや

富士市平垣本町7-20サニービル1F102号

やきとりの扇屋 富士柚木店

富士市柚木字中道下333-6

勝ちゃん

富士市富士町3-11

びっくりドンキー 富士店

富士市柚木328の4

吉野家 1号線本市場店

富士市本市場424-2

吉野家 富士伝法店

富士市伝法237-9

よしだ 焼きそば店

富士市宮島587の1

中華そば 漢風

富士市西船津322-11

ダイニング龍

富士市宮島913-10

株式会社OHSHO やきとり釜めし王将

富士市瓜島町44

ケンタッキーフライドチキン イオンタウン富士南店

富士市鮫島118-10イオンタウン富士南店1F

お好み焼き 竜ちゃん

富士市御幸町4-17-2

ケンタッキーフライドチキン 富士店

富士市青島町266

日本料理 ふかさわ

富士市松岡485-11

佐久寿司

富士市加島町5-13

リンガーハット 富士本市場店

富士市本市場町427番地-2

ラーメン山岡家 富士店

富士市宮島1420－1

鉄板焼レストラン かほり

富士市蓼原87-1

ヴィンテージ

富士市吉原2丁目6-15 鈴木ビル2F

たくみ

富士市吉原3丁目9-24

フィガー

富士市吉原4丁目20-3サクラビルA2

スガキヤ MEGAドン・キホーテUNY富士吉原店

富士市国久保2丁目1-10アピタ富士吉原店1階

戸隠そば 吉原店

富士市吉原2-11-12鈴木ビル一階東

富士タンメン

富士市蓼原903-1

富士宮焼きそば ゆぐち

富士市伝法988-17

ふきのとう

富士市吉原3-1-1 横瀬ビル1-13

店舗名称

店舗所在地

ゴンドラ

富士市富士町11-14

安楽亭 富士中島店

富士市中島534-3

ママルパ

富士市国久保1-10-19

松屋 富士ラウンドワン店

富士市八代町4-23

焼肉きんぐ 富士店

富士市永田町2丁目92

ゆず庵 富士青島店

富士市青島町269

松のや 富士インター店

富士市伝法3104

日本酒とおつまみのお店 音連れ

富士市本町15-13

五味八珍伝法店

富士市伝法953-1

五味八珍 横割店

富士市横割3丁目339

Club Rhapsody

富士市吉原三丁目8-8御前様会館ﾋﾞﾙ2階南側

海郎小屋本店

富士市永田町2丁目85

DARTS BAR GARON

富士市本町7-13 Arrow'sビル4階

佐重

富士市青島町188

スリーピース

富士市今泉1丁目6-23

やき鳥 なんとかなるら

富士市吉原3-2-4

EYE

富士市富士町7-4桐山ビル1F

ビーフ亭

富士市中丸378-1

フェリーチェ

富士市吉原2丁目1-4ヨシオカビル1階

Bar EXIA

富士市富士町19番1号パルメイトビル2階西店舗

サンドバー

富士市本町15-14

MOW MOW CAFE

富士市岩渕1488-1富士川楽座内

ワインサロン ラ・ソワレ

富士市吉原2丁目1-3

スナック蘭

富士市天間886-6

居酒屋 おかあちゃん

富士市大淵4008の8

陽だまり

富士市富士町4-1

Lily リリー

富士市吉原3丁目7-15

ラーメン大宝

富士市中野580の47

丸亀製麺富士

富士市八代町4-1

すなっく富吉

富士市吉原4丁目18-3

酔い処 ゆうこ

富士市御幸町4-10幸コーポ103

CHABI

富士市今泉3284-1

花ごよみ

富士市富士町16-17

丸亀製麺富士厚原

富士市厚原13-1

さんおう

富士市原田614-4

香夢茶／T☆SIDE

富士市富士町9-14

咲ら

富士市吉原2丁目9-18

いわし亭

富士市中央町2-2-17 1階東SK8

しいちゃんち

富士市久沢1151-6

E→F CURRY 富士店

富士市米之宮町117

ろばた一光

富士市吉原2丁目3-1クマイビル1F

cafe cache cache

富士市南松野2281

だんび

富士市吉原4-10-48鈴木テナントビル1F

majuran

富士市今泉1丁目10-3廣瀬ビル1階東

店舗名称

店舗所在地

ろばた焼幸兵衛

富士市富士町8-2共栄ビル1F

ちいさなケーキ屋さんR&M

富士市松岡350-10早房マンション102

チンチョウゲ

富士市錦町1丁目6-32 D-1

夢庵 富士錦町

富士市錦町1丁目14-23

株式会社 とんかつはせがわ

富士市浅間上町6-1

ともだちの家

富士市富士町4-6

花かんざし

富士市富士町8-6MA栄ビル

スナック 蓮

富士市大淵3424-3

串もん あん

富士市中島484-3

かぼちゃ亭 鷹岡店

富士市久沢723-1

東風

富士市吉原3-3-18

HOPE

富士市本町4-16SK12 201号

Cafe Sofarii

富士市吉原2-3-19

蕎麦富士

富士市石坂174-6

モスバーガー富士エンチョー店

富士市永田北町4-5

ラウンジ 結

富士市吉原3丁目3-22長田ビル1F

ホルモン忠ちゃん

富士市津田町128

富士市立少年自然の家 食堂

富士市大淵10847の1

来陽

富士市中里196-1

かっぱ寿司富士柚木店

富士市柚木391-5

バンビーニ

富士市本市場新田63-9

スナック ルージュ

富士市吉原3丁目3-16ベルモビル2 F-2

和楽房 尚奄

富士市前田861-30

BOO

富士市吉原2丁目11-3

お好みろばた笑

富士市中里431-2 アイワビル1-5

Yummys！

富士市荒田島町9-26

ちゃのこ

富士市厚原106-1秋山ビル1F101

やきとりセンター 富士駅前店

富士市本町5-7駅前ビル2F

ハニーハウス

富士市本市場609の10

ろばた天狗

富士市今泉3737-4

ククナガーデン

富士市石坂96-1

花いち

富士市日乃出町111第2森ビル1F

焼肉ふじみ 富士店

富士市青島町272

グレンリベット

富士市本町8-13荻野ビル1F

台湾料理 興貴

富士市鮫島359-1

豚骨味噌専門 もろみ

富士市本町6-9

飲み処喰い処 藤

富士市依田橋町12-4

ラウンジ 華

富士市吉原4丁目5-14 2F

BAR 田岡

富士市今泉1丁目3-1スカイプラザビルシゲノブ1Ｆ

ブロンコビリー富士本市場店

富士市本市場425-1

居酒屋 とまり木

富士市中丸蓮沼105-2

ひでちゃん茶屋

富士市中里939-4

はなまる

富士市本町10-19 カツマタビル1F

(株)KAISEIエナジー 居酒屋 芳

富士市大淵2842-1

店舗名称

店舗所在地

KEIKO Cooking Chicken

富士市吉原3丁目9-6

八潮

富士市鮫島377-9

安兵衛駅南店

富士市水戸島本町3-3

居酒屋 純

富士市富士町4-25

喜舟

富士市中丸372ー1

鳥とり

富士市吉原2-7-5

焼鶏 喜心

富士市吉原4丁目3-5

日登生寿し

富士市富士町14-6

くいもの屋わん富士駅前店

富士市本町5-7 富士駅前ビル1階

パスタ屋一丁目 富士店

富士市柚木319-1

魚匠 なぶら

富士市日乃出町24-4

魚重 有限会社

富士市柚木296の7

ヤマヨ

富士市今泉8丁目8-29

ヒットパレード

富士市本町14-18サンコーポ若草104

ミスティー

富士市吉原3丁目3-21三松ビル2F

オーシャン

富士市富士町11の1Kビル1階北側

Girasole

富士市吉原2丁目6-15酒蔵ビル2階

ラウンジ シェリル

富士市日乃出町111第2森ビル2F

めぐ美

富士市富士町9-16旭ビルB棟2F201

スナッ ク純

富士市中里1650-6

キッチンたか

富士市中央町3丁目4-21-1

レストランダダ

富士市高嶺町11-6

クーペ

富士市吉原2丁目8-12

懐古家

富士市厚原986-1

Cafe GARDEN

富士市本町8-6 1F

多津美

富士市大淵2920-8

竹の子

富士市桑崎622-1

盃加楽亭

富士市横割本町14-15

居酒屋一歩

富士市松岡1542の6

おやじ

富士市石坂456-9イワナベHP1階

たまごの星

富士市鮫島118-10

アサマツヤ

富士市本町3-11

居肴家 のり庵

富士市鮫島386

円

富士市吉原3丁目2-15梅香ビル1F3

パブ ルビー

富士市本町3-6

焼鳥酒場 こっこ

富士市天間723-1

カリビアン・ナイト

富士市中野173-2

和食処うおしん

富士市横割3丁目6-48

KAMIKAZE

富士市吉原2丁目11-33

オアシス

富士市北松野169-102

そば食事処・そば居酒屋 金時

富士市本町7-18

くら野

富士市富士町3-21 101

海舟

富士市横割3-3-16

ビジネスホテル割烹菊川

富士市鈴川町9-3

店舗名称

店舗所在地

ろばた 千成

富士市久沢182-15

カラオケ・サロン・まさき

富士市吉原3丁目4-6

くら寿司 富士店

富士市瓜島町73-2

鐘庵 富士田島店

富士市田島141-1

鐘庵 富士松本店

富士市松本79-1

散歩道

富士市江尾95-1

寿司まさ ふじおか

富士市比奈127-17

飲み処 美絵

富士市中野173-2秋山ビル2階

やきとり家すみれ 富士店

富士市青島町24

ラウンジ姫

富士市吉原2-3-16

ちどり食堂

富士市宮島1068

Kitchen トラビス

富士市天間706-7

天信

富士市吉原1丁目8-21竹村ビル1階

蒲焼割烹 ぼんどーる 富士店

富士市永田町2丁目64

夢TAMAYA

富士市加島町8-24

マルベージャ

富士市厚原933-24

富士家系直壱家 富士総本店

富士市弥生22-15

スナック駿河路

富士市今泉1丁目6-22

伊予館

富士市鮫島389-1

ビストロ

富士市吉原4丁目2-4木村ビル1階

ハリウッド

富士市吉原2丁目4-1 1階

セレブリティ

富士市吉原2丁目4-3杉山ビル2階

一二三庵

富士市緑町8-11

ミスタードーナツ イオンタウン富士南ショップ

富士市鮫島118-10

イタリア厨房 Seminare

富士市富士町7-2リープビル1F

スナック 蘭

富士市吉原3-7-15吉野ビル2F

丸源ラーメン 富士インター店

富士市日乃出町7

パブ・ブルーパンサー

富士市吉原2-6-14

お好み焼き さの路

富士市本市場244の4

スナック キャディー

富士市森島52-13

博多豚骨ラーメン よかろう門

富士市久沢2-9-84

ニューホップ

富士市今泉1丁目10-3 1階中

AIR

富士市御幸町2-23御幸町林店舗1階

アドロ

富士市松岡1676-125

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

店舗所在地

株式会社つぼぐちフードサービス

御殿場市竈字長田12－1

沼津 魚がし鮨 流れ鮨 御殿場店

御殿場市神場1268-15

かつ榮 御殿場店

御殿場市茱萸沢193-2

ふくふく

御殿場市茱萸沢194

やきとり大吉 御殿場店

御殿場市新橋1909-2

コメダ珈琲 御殿場店

御殿場市新橋1537-1

炭火焼うなぎ牛重 ひがし山

御殿場市東山288-3

沼津魚がし鮨 御殿場アウトレット店

御殿場市深沢1312 HILL SIDE4000区画

二代目魚がし鮨 御殿場店

御殿場市萩原57-2

ビッグエコー 御殿場駅前店

御殿場市新橋1990-10

酒処 かつらや

御殿場市山尾田161

和食麺処サガミ御殿場店

御殿場市萩原69-1

餃子製作所 土竜

御殿場市新橋2035

金時力まんじゅう金時亭

御殿場市二の岡1-24-5

Reine レーヌ

御殿場市新橋1998-2

ホテルルートイン 新御殿場インター

御殿場市萩原71-1

ホテルルートイン 御殿場駅南 レストラン花茶屋

御殿場市川島田628-16

居酒屋やぎや

御殿場市茱萸沢173-1

GOTEN 御殿場店

御殿場市新橋1994-3 中央ビル１F

モダン中華 翔

御殿場市新橋1995-3

寛 Kutsurogi

御殿場市保土沢1157-700

GKBレストラン

御殿場市神山719

麦畑

御殿場市神山719

GRTキッチン

御殿場市神山719

GKB Cafe

御殿場市神山719

庄や 御殿場店

御殿場市新橋1990-10 BE･ONEビル

ROCK BAR Z

御殿場市新橋2071-47

御殿場肉処 くうら

御殿場市竈1032

銀の鈴

御殿場市二枚橋167-27

Majolica

御殿場市新橋1905-3

The Dolce

御殿場市新橋1991-7 TMビル1階

赤から御殿場店

御殿場市茱萸沢1240

カルビ一丁御殿場店

御殿場市萩原815-1

もつ鍋ダイニング 司

御殿場市保土沢414-2

カラオケパブ姫

御殿場市新橋1974-42

韓国風酒処つばめ

御殿場市新橋2032-9 C号

焼肉 誉

御殿場市新橋2035

カラオケバー サザン

御殿場市新橋1826の3

御殿場駅近く 鰻のひろ田

御殿場市東田中870-1 ファッションプラザ2階

四季彩々 良志久

御殿場市新橋1984TAKA22ビル1F

うなぎ処 駒門ひろ田

御殿場市大坂317

COFFEE×BEER TRERRE

御殿場市川島田236-55-101号室

店舗名称

店舗所在地

BARBARO

御殿場市新橋1992-5

CLUB男爵

御殿場市新橋1995-3

飲み食い横丁 なべすけ

御殿場市新橋1936-16東口プラザビル

Reboot Bloom

御殿場市新橋1991-7 TMビル 2F

restaurant ACO

御殿場市東田中1131-1

夢ドリーム

御殿場市新橋2035

旬菜 酒屋 たくみ

御殿場市新橋1536-2

魚啓

御殿場市印野1648番地

富士山溶岩焼肉あぶり

御殿場市新橋1941-1

マクドナルド246御殿場店

御殿場市萩原字カリヤツカ79-16

Bar Awake

御殿場市新橋1976-9長谷川ビル2F

北海徳乃屋

御殿場市萩原676

イタリア料理 トラットリア ラ ミックリーナ

御殿場市東田中2丁目14-25グランツイーストD-105

日南市じとっこ組合御殿場駅前店

御殿場市新橋1991番地 ニュートリヤビル１階

スナック 小春

御殿場市茱萸沢1391-5

Ocean

御殿場市新橋2042

寄り処 さ々家

御殿場市新橋2001-9

海永

御殿場市萩原字林頭992-642

たから亭

御殿場市東田中1766-7

串カツ堀松

御殿場市新橋1998-1

スナック萌

御殿場市新橋1973大和田ビル1階

七輪焼肉&ホルモン肉次郎

御殿場市新橋1990-10シティープラザビーワンビル地下1階B-1

ぼんくらや

御殿場市新橋2035

串揚げ専門店櫂

御殿場市茱萸沢14-14フジマート名店街1階

沖縄ごはん 蘿璢

御殿場市新橋2073-15

RINCOLO

御殿場市東山394-17

Bar Anchor,s

御殿場市新橋1988-6

Wan You

御殿場市新橋1998-2中田プラザ1階

韓国スナック アイリス

御殿場市新橋2071ｰ1勝又ビル1F

PIN

御殿場市新橋1988-20山田ビル1階

居酒屋立花

御殿場市保土沢9-32

焼き鳥 花月

御殿場市新橋1998

マンテンギャレー

御殿場市新橋1988-17

富士見

御殿場市川島田542-2

司季彩庵 久呂川

御殿場市二の岡1-1-43

クラブG.G

御殿場市新橋2043中村ビル2F

丸源ラーメン 御殿場店

御殿場市東田中1丁目5-35

サザンカフェ

御殿場市二の岡1-13-9

CLUB With you

御殿場市新橋1990-10BE-ONEビル地下1F

松福 御殿場店

御殿場市東田中3-16-16

喜楽亭 金ちゃん

御殿場市川島田431-12

呑み食い処 すずの亭

御殿場市新橋1974-53

Moon

御殿場市新橋1974 1階

ザダイナミックス

御殿場市新橋2071ｰ31Kビル2F2号

店舗名称

店舗所在地

doux

御殿場市新橋 TMビル1階

長樹苑

御殿場市新橋1974-50

居酒屋 だるま

御殿場市川島田字小沢938-4 プラザ川島田

カラオケ酒場 てげてげ

御殿場市茱萸沢1395-9

PANDRA

御殿場市新橋1976 シティースナヤマ3階

カルビ大将富士山御殿場店

御殿場市新橋字宮の前477-1

御殿場フードバザー

御殿場市深沢1312 1680御殿場プレミアム・アウトレット

いしかり

御殿場市新橋1976-8

SNACK 瞳

御殿場市新橋1974-51

しゃぶ葉 御殿場店

御殿場市萩原55-1

にく友

御殿場市川島田658

大衆中華食堂俺っち

御殿場市東田中870-1ファッションプラザ1F2号

スナック ぴえろ

御殿場市新橋2071-31

レストラン YYY

御殿場市川島田252-1 Y-TOWN御殿場 厚生棟1階

コーラスライン

御殿場市新橋1991-7TMビル2階

MELODY

御殿場市新橋2071-27絹川店舗1階

旨唐揚げと居酒めし 「ミライザカ」御殿場駅前店

御殿場市新橋1898-3アスティ御殿場1F

熟成焼肉いちばん 御殿場店

御殿場市新橋496-3

かまんど

御殿場市新橋1995勝村ビル1号室

リトルスライヤ

御殿場市川島田662-17 滝口ビル1号室

ココス御殿場店

御殿場市萩原字大畑216-1

パブ カサブランカ

御殿場市新橋1988-24

カラオケ居酒屋 りんご

御殿場市川島田436－3

ステップ・ワン ほっと

御殿場市萩原988-1市民交流センターふじざくら

ファンファン飲茶

御殿場市深沢1312御殿場プレミアム・アウトレット4410区画

蓮

御殿場市茱萸沢1391

ジョイフル

御殿場市川島田662-17

ワイン食堂夢香

御殿場市大坂91-1

イタリア食堂polka dot

御殿場市大坂91-17

替玉無双豚ざむらい

御殿場市新橋420-1

神田きくかわ御殿場

御殿場市東山964-6

スナック 友 チング

御殿場市新橋1983-1 池谷ビル１F

きっさこ

御殿場市新橋1998中田プラザ1F

鉄板居酒屋とん吉

御殿場市新橋1998-1

Three P's

御殿場市新橋1969-3 田代店舗1F

フェリス

御殿場市新橋1988-20山田ビル1階

サンノトコロ

御殿場市杉名沢306-1

SRaSH

御殿場市新橋1952カクナカビル2-A

クランカーズ

御殿場市茱萸沢1355

La Luna

御殿場市新橋1991番地の9杉山ビル2階東側

4120223#CAFE AND BAR

御殿場市新橋1940-10

焼肉トラジ

御殿場市萩原1443-15

スナック ハニー

御殿場市萩原1443-15

陽葵

御殿場市新橋2034-6

店舗名称

店舗所在地

MARIA

御殿場市新橋2043-6中村ビル３号店

鴻漸

御殿場市川島田1664-5

スナックリボン

御殿場市新橋1972

ちゃくら

御殿場市新橋2034-6

台湾料理一龍

御殿場市中山731-5

酔いどころ友結

御殿場市神山1106ｰ8

HORAANA

御殿場市新橋1994

焼肉 楽食苑

御殿場市萩原1145-2

李 記

御殿場市萩原779-8

スナックこまどり

御殿場市大坂367-1

肉汁うどん まえはら

御殿場市川島田162-1

つる兵衛

御殿場市新橋1787-9 1F

御殿場ホルモン

御殿場市川島田1056-6

スナック蘭

御殿場市新橋2071-31Kビル101

スシロー御殿場店

御殿場市茱萸沢76-1

Gastronomique Le Mont／レンブラントプレミアム富士御殿場

御殿場市深沢2571

そばかつ亭

御殿場市東田中1-9-18

レストランPaPa

御殿場市印野720-12

インド料理 ガンジス川

御殿場市萩原209－2

Maison KEI

御殿場市東山527-1

ウエスト ウッド

御殿場市東田中1025-11 杉山ビル第一、2F

和食さと 御殿場店

御殿場市川島田880-6

M マリア

御殿場市新橋2071-1勝又ビル２階

御殿場 さくら井家

御殿場市萩原653-9横山ビル1F

和彩楽部 らくだ亭

御殿場市新橋1853-1S.Kビル1F

（音信川）おとづれ

御殿場市新橋1984

CoCo Cherry

御殿場市東田中1458-3

餃子酒場「鼎」かなえ

御殿場市萩原626-3

みむら屋 阿吽

御殿場市茱萸沢14-14

居酒屋 何や

御殿場市新橋1992-3コンフォートビル3 1F

くつろぎ亭 おらっち

御殿場市永塚325-45

肉食堂イチバン星

御殿場市保土沢416-7

めんくい亭

御殿場市川島田619-21

大衆焼肉 デメキン

御殿場市板妻170

スナック みさ

御殿場市新橋2071-1

Silk

御殿場市新橋1974

とらや工房

御殿場市東山1022-1

NikenMe from Corner(cafe & bar )

御殿場市中山540-3

博多もつ鍋・水たき 御喰

御殿場市東田中1024-10杉山ビル2F-A

ぶらんこ

御殿場市萩原1482-3

遊彩の樹

御殿場市上小林字西野原1527-20

名鉄菜館

御殿場市新橋732-1

ファラオ

御殿場市新橋1978-2湯山ビル2F

club grace

御殿場市新橋1972パレス小路1階（NO5）

店舗名称

店舗所在地

Grand Terasse

御殿場市新橋1988-24

ASCOT HOUSE

御殿場市新橋199-18いこいプラザ1-A

リンガーハット 静岡御殿場店

御殿場市萩原字東原816ｰ4

スナック&パブ アイビー

御殿場市新橋字六角堂2043番地の6

天心

御殿場市竈1818-6

炭火焼肉enよしの 本店

御殿場市東田中1001－5

沖縄そば あぐ～

御殿場市新橋2035

こぶた

御殿場市新橋2035

田むら銀かつ亭

御殿場市深沢1312御殿場プレミアム・アウトレット4405区

道とん堀 御殿場店

御殿場市新橋841-2

六文亭 神山店

御殿場市神山字大野原1925番地1719

キッチン さがみや

御殿場市西田中4-12

しほらんど

御殿場市新橋2071-9

ジョリーパスタ御殿場店

御殿場市東田中3-16-1

パブ めぐみ

御殿場市新橋2071-9

居楽屋 白木屋

御殿場市新橋1990-10シティープラザBE-ONEビル2階

南海

御殿場市竈2012-2

カラオケまねきねこ 御殿場店

御殿場市川島田838-1

カラオケまねきねこ 御殿場駅前店

御殿場市新橋1991ニュートリヤービル3階

今宵の食

御殿場市新橋2071

チャイナ厨房 廬山

御殿場市茱萸沢145-16

和処 はるの茶屋

御殿場市新橋2033-1 ナガオカビル1F

居酒屋Enn

御殿場市新橋1828

居酒家 与平治

御殿場市中畑1769-28

今宵の刻

御殿場市新橋2072

紅虎厨房 御殿場

御殿場市深沢1312

ストーク

御殿場市新橋1988-24

台湾料理 味珍

御殿場市清後25-1

ライズ

御殿場市新橋1988-20 ヤマダビル2階

こめらく 海鮮茶漬けとおむすびと。足柄サービスエリア店

御殿場市深沢字前野原1801-1

GK WINE

御殿場市神山719

寿司 うまいもんや 魚彩

御殿場市萩原549-11

飛珈祖堂

御殿場市新橋1940-4

オリオン食堂

御殿場市板妻203番地の10

R

御殿場市板妻40-46

農

御殿場市川島田136-1レジデンスNS102

BarCheers

御殿場市新橋1998-3中田ビル2F3

CoCo Cherry

御殿場市東田中1458-3

ビッグボーイ御殿場店

御殿場市東田中2丁目15番20号

Lounge Zyajira

御殿場市新橋2003-6 TM.BLD.VI 1階/BC号

酒房 まこと

御殿場市新橋2035

スウィング・スポット

御殿場市萩原758-1

味庄 魚酔

御殿場市中畑字西沢2092-133

酒蔵五月

御殿場市新橋1988-24

店舗名称

店舗所在地

鮨処 はや川

御殿場市新橋1988-24シティープラザC-1ビル

カフェ・チャマ

御殿場市東田中1991-1

台湾料理 福亭

御殿場市板妻170-1

ご近所屋台くるくるチキン本舗

御殿場市古沢816-2

カラオケ アモール

御殿場市川島田668-1

スナックロベルタ

御殿場市新橋1489-1

呑ん歩

御殿場市新橋1984番地TAKAビル2F

欧風めしや せるぽあ

御殿場市北久原279-1

スターバックス コーヒー 御殿場プレミアム・アウトレット店

御殿場市深沢1312 2920区

スターバックス コーヒー 御殿場萩原店

御殿場市萩原226-1

さんどーる

御殿場市川島田846-2

スターバックスコーヒー 足柄サービスエリア（上り線）店

御殿場市深沢字前野原1801-1

はなの舞 滝ヶ原駐屯地店

御殿場市中畑2092-2

はなの舞 駒門駐屯地店

御殿場市駒門5-1

はなの舞 板妻駐屯地店

御殿場市板妻40-1

居酒屋 美竹

御殿場市新橋字六角堂2063番地

酒菜いろいろ士才

御殿場市新橋1936-16東口プラザビル1F

にぎりの徳兵衛 御殿場店

御殿場市萩原字カリヤツカ56-2

スナック パール

御殿場市新橋2041-1OK横丁店舗街

天然温泉気楽坊 展望レストラン

御殿場市神山719

Together

御殿場市神山719

旬膳処 茶目

御殿場市神山719

GLAMOROUS

御殿場市新橋1976スナヤマビル一階

旬菜 やま城

御殿場市山之尻996-1

料理酒家 九良左衛門

御殿場市北久原113-1

居酒屋 ひろの

御殿場市新橋2035-11

純ちゃん

御殿場市永塚332

cafe 156

御殿場市北久原275

串焼割烹 やまぐち

御殿場市新橋2042

六文亭 御殿場店

御殿場市東田中501-1

松月堂

御殿場市西田中207-1

紅ふじ食堂

御殿場市駒門332-25

サンゴ礁

御殿場市新橋2071

カンパイ

御殿場市新橋2042-17

Merci

御殿場市新橋2071-7

順子

御殿場市新橋2032-9

居酒屋 爐

御殿場市中山886-1

PLAYING FIELD

御殿場市新橋1980-15 1階

WILD DUCK

御殿場市新橋2038-7

のりのり

御殿場市印野1380-25

のりのり

御殿場市印野1380-15

富士八景の湯

御殿場市深沢2564-19

食事処 友達

御殿場市東田中870-1

カラオケダイニング モグラ

御殿場市新橋2035

店舗名称

店舗所在地

駿河湾あかり

御殿場市新橋1990-10

彩食茶の間Coo 御殿場店

御殿場市新橋1990-2

コーヒーハウス ベル

御殿場市茱萸沢1408-1

Snack・Bar 透き間

御殿場市新橋1979-1勝又ビル1階B号

寿し勝

御殿場市中山331

遊庵 しゃざ

御殿場市板妻82-83

いずみ

御殿場市新橋1972

阿羅漢

御殿場市川島田字浄本田136-1

季節料理 櫻亭

御殿場市東田中塚本878-10

JEEPNEY カフェ＆レストバー

御殿場市新橋1975-13せいのビル1階

ハヤトズカフェ

御殿場市茱萸沢62-12

STEAMPUNK CANTINA

御殿場市新橋1974高橋店舗2階

手造りそば つちや

御殿場市中山235

串の助

御殿場市新橋823-2

さかなや道場 御殿場駅前店

御殿場市新橋1990-10BE-ONEビル2階

さかたみ駅前店

御殿場市新橋1972

さかたみ弐番館

御殿場市新橋1972

蝦夷富士

御殿場市二枚橋629-1

天いろ食堂

御殿場市中畑2092-22

ステーキ茶屋 貞坊

御殿場市北久原113-4

炭焼きレストランさわやか 御殿場インター店

御殿場市東田中984-1

炭焼きレストランさわやか 御殿場プレミアム・アウトレット店

御殿場市深沢1312

鮨 和食レストラン くうかい

御殿場市茱萸沢1395-5

ノルマンディーショコラ

御殿場市神山719

伴山苑

御殿場市柴怒田962-23

田舎家

御殿場市東田中1345-9

さくら

御殿場市川島田1305

サランバン

御殿場市新橋1979-1KATUMATAビル2F

ケンタッキーフライドチキン 御殿場店

御殿場市萩原72-1

かつや 静岡御殿場店

御殿場市萩原62-21

マースガーデンウッド御殿場 銀明翠京会席

御殿場市東田中1089

マースガーデンウッド御殿場 銀明翠鉄板焼

御殿場市東田中1089

マースガーデンウッド御殿場 スイーツカフェ ヴェール・フイユ

御殿場市東田中1089

新五月

御殿場市新橋1974

松屋 御殿場店

御殿場市川島田939-1

MINT

御殿場市新橋1978-2 湯山ビル1階102

ALPS

御殿場市神山719御殿場高原ホテル

かぐら寿

御殿場市神山719

五味八珍 川島田店

御殿場市川島田字下林880-1

きときと

御殿場市新橋1975-13ヤイノビル1F

居酒屋 さかなや 本店

御殿場市東田中1615-27

スタジオ 黛

御殿場市茱萸沢649番地28

ジョナサン 御殿場インター

御殿場市東田中2丁目15-11

コナズ珈琲御殿場

御殿場市西田中51-1

店舗名称

店舗所在地

炭火焼肉 するが

御殿場市神山1670-186

Greige

御殿場市新橋2035

スパリゾートオアシス御殿場

御殿場市新橋420-1 4階

ホテル時之栖 早おき鳥

御殿場市神山719

和風料理 鶴川

御殿場市中山691番地の17

en 串焼き専門店

御殿場市新橋1991-9 2階

スナック ぽてと

御殿場市新橋2035

藍屋 御殿場インター

御殿場市東田中2-15-8

Swallow Tail

御殿場市新橋1991-18-1C＜いこいプラザ＞

T-Da

御殿場市新橋2032-9

焼肉 マッチャン

御殿場市中畑2092-94

鶏小屋

御殿場市新橋1988-6

Lion Heart

御殿場市新橋1990-10BE-ONEビル地下1F

カラオケ悠遊処 好きだから

御殿場市新橋1964

パサディナ

御殿場市中畑2093番地の17

さと味

御殿場市二の岡1-4-17

PHILIPPINE CLUB aya

御殿場市新橋2046-56

中村ラーメン

御殿場市中山533-4

ブロンコビリー 御殿場店

御殿場市川島田967-1

漢風

御殿場市新橋1535-1

愛

御殿場市新橋2035-5

カレーハウスCoCo壱番屋 御殿場ぐみ沢店

御殿場市茱萸沢1259-1

レストラン でみたす

御殿場市中山540

味自慢 一品料理

御殿場市新橋2071-48

スナック あおやぎ

御殿場市新橋2071-29 K102

居酒屋さかなや 駅前店

御殿場市新橋1994

創作ダイニング秀

御殿場市新橋1973大和田ビル2F

喫茶スナック すぎ

御殿場市新橋2035

Bar QUEST

御殿場市東田中870-1ファッションプラザ1F

満腹かい

御殿場市新橋1948番地の4

くいもの屋わん御殿場店

御殿場市新橋1990-10御殿場第1ビル1F

株式会社 リバーサイドコーポレーション マクドナルド 御殿場インター店

御殿場市新橋476-1

平和食堂

御殿場市茱萸沢14-14

たんぽぽ

御殿場市板妻40-46

トラットリアフィレンツェ

御殿場市新橋1998中田プラザ1F-1号2号

居酒屋 よか晩

御殿場市新橋267-8

キャデラック

御殿場市新橋1974高橋店舗1階

カコ

御殿場市板妻581-12

Amie

御殿場市新橋1994-3中央ビル1階

和風スナック 果りん

御殿場市新橋2046

くら寿司 御殿場店

御殿場市川島田849-7

アンの家

御殿場市二子508-2

cafe Ikoi

御殿場市新橋1990-10Be-oneビル1F

焼鳥 達磨

御殿場市萩原522

店舗名称

店舗所在地

喫茶 風月

御殿場市新橋1984-12

富士家系直壱家 御殿場店

御殿場市御殿場55

西欧風レストラン パルティータ

御殿場市東田中3407-4

GKB-fu 無量寿

御殿場市神山1925-133

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

店舗所在地

こだわりとんかつ かつ榮 裾野店（すその茶寮）

裾野市二ツ屋179-5

ドンボーノ

裾野市伊豆島田844-1

ホテルルートイン 裾野インター レストラン花茶屋

裾野市御宿字幕間1532-1

串特急 裾野インター店

裾野市御宿1536-16

道とん堀 裾野店

裾野市伊豆島田819-6

麺工房 海練

裾野市佐野1542-1

カル麺

裾野市深良492-1

和風レストラン みよし

裾野市御宿136-1

Small Dining 椿笑

裾野市平松519-2

すし.魚料理 大和

裾野市佐野785-6

うなぎのきんかぶ

裾野市岩波252-1

ヴィラJU・RI・GI

裾野市須山2255-578

グローブ

裾野市御宿1291-1

Lily’ｓ Garden

裾野市須山2255-793

バーミヤン 裾野店

裾野市佐野1520-1

和蓮

裾野市佐野806ー2 ファミール芹沢102号

御饗炭串 理月

裾野市金沢192-2

グローバルパブ ポルカ

裾野市御宿1500

横浜家系ラーメン 壱角家

裾野市佐野7-1

台湾料理金龍

裾野市深良800-5

まごころの味一心

裾野市深良2339-1

御食事処すその

裾野市須山2956-3

鮨景

裾野市御宿480-2

田じま

裾野市御宿192-5

島人食堂

裾野市佐野785

益蔵坂 かど乃や

裾野市御宿1482-5

ブルーベリーカフェ 和

裾野市深良130

旨かもん ごりちゃん

裾野市岩波252-4

橘寿司

裾野市岩波238-9

有限会社眞田フーズ 六文亭

裾野市茶畑30-1

お好み焼き・鉄板焼き 潜酔狂

裾野市石脇213

有限会社 千秋

裾野市伊豆島田380-1

BAR CAPRICE

裾野市佐野90-1-1ビューコート久保壱番館1F

ペニーレイン

裾野市岩波250

串や桝

裾野市伊豆島田377-19

デリー パレス

裾野市茶畑35-1カツマタプラザ103

王様のカレー

裾野市今里1165番地の16

ウインズ

裾野市御宿37-5

Cafe あん

裾野市茶畑200-4

FARAO ANNEX

裾野市石脇626-5永田商事ビル２F

まなび

裾野市茶畑35-1

カレー屋小松

裾野市茶畑245-10

店舗名称

店舗所在地

中央軒

裾野市佐野1061

新東食堂

裾野市岩波字下ノ田57-6

焼鳥 やすべえ

裾野市富沢375-18

清竹すし

裾野市岩波236-1

マクドナルド 裾野ベルシティ店

裾野市佐野1039

義子ん家カラオケ

裾野市御宿480

景ヶ島バーベキュー

裾野市御宿481-4

ふらいぱんカフェ 裾野店

裾野市佐野82-1

ひょうたん寿司 裾野店

裾野市深良783-3

スナック 沙織

裾野市平松368-8

スナック篠

裾野市平松368-10

居酒屋 杉の子

裾野市岩波238-7

隠れ家 杉の子

裾野市岩波237-3 2F

立ち飲み 売店 杉の子

裾野市岩波19-1

カラオケ 杉の子

裾野市岩波237-1

有限会社 松富

裾野市佐野1320-2

焼肉 杉の子

裾野市岩波237-3

あむーる

裾野市平松474-1

焼肉の菜惣

裾野市御宿1291-1

ブロンソン

裾野市岩波238-3

遊食酒房 美樹

裾野市茶畑455－8

居酒屋 虎龍

裾野市御宿1291－1

幌馬車

裾野市上ケ田286

コメダ珈琲店 裾野店

裾野市平松529-1

居酒屋ゆず

裾野市平松519-14

レストラン ビアンカ

裾野市呼子3-1-3

金海閣 中華料理

裾野市佐野1039

三色

裾野市伊豆島田380-1

Trattria Coo

裾野市御宿1105-1

蕎仙坊

裾野市須山1737

焼肉屋さかい裾野店

裾野市平松662-5

草の実

裾野市水窪82

菜々彩

裾野市石脇452-2

おうちカフェ茶まり

裾野市桃園122-2

パブ＆スナック 美咲

裾野市佐野785

五味八珍裾野店

裾野市石脇字仁田田452-1

そば処 恋路亭

裾野市深良3686-3

あんちゃん

裾野市佐野785

丸亀製麺裾野

裾野市平松547-10

パブスナック 19

裾野市佐野785-3

飲み処 すぎやま

裾野市茶畑33-4

緑町茶話

裾野市佐野1065

豚”

裾野市石脇西原638-5

さしみ処 鮮海

裾野市葛山855

店舗名称

店舗所在地

季の里

裾野市須山2269

手打蕎麦「ふかさわ」

裾野市須山字藤原2255-4171

串揚げ・串焼き・おでん ふたつめ

裾野市茶畑199-1

富士見屋

裾野市須山2299

猫のしっぽ

裾野市茶畑244-13

緑笑庵

裾野市千福が丘1-21-13

焼肉いまい

裾野市今里1165-18

台湾料理興福順

裾野市佐野1440-2

ちっちゃな大佛しるこや

裾野市深良1939西安寺山

やきとり家すみれ裾野店

裾野市佐野735-5

手打ちそば処 砂場

裾野市深良1231-1

ぼあ 裾野店

裾野市水窪27-2

ほうらい

裾野市御宿1344-1

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

店舗所在地

山本食品 わさび食堂

田方郡函南町塚本894-1

CHICO★SPICE

田方郡函南町間宮680

和食麺処サガミ函南店

田方郡函南町間宮字横田329-4

酪農王国株式会社

田方郡函南町丹那349-1

酪農王国株式会社

田方郡函南町丹那349-1

陸茶坊

田方郡函南町平井614

赤から 函南店

田方郡函南町肥田377-5

ラジオシティー函南店

田方郡函南町肥田377-4

沼津魚がし鮨 函南店

田方郡函南町塚本887-1 道の駅伊豆ゲートウェイ函南内

姫沙羅

田方郡函南町大土肥28

かんなみスプリングスドーミー

田方郡函南町桑原1300-146

スナックみやび

田方郡函南町間宮650-8

きゃん南ホルモン

田方郡函南町仁田71-1

お台処 ぽんぽこ

田方郡函南町仁田180-1

こだわりとんかつかつ政函南店

田方郡函南町仁田74-1

La Boheme

田方郡函南町平井1740-902 伊豆エメラルドタウン502-52

リンディース

田方郡函南町塚本136-11

レオ

田方郡函南町間宮680東の2号

乃々花

田方郡函南町間宮650-9第2山田ビル1Ｆ

来光宴

田方郡函南町上沢126-2

麺屋 天一

田方郡函南町間宮353-4

JAH KITCHEN

田方郡函南町間宮680

イタリアンカフェレストランＳＥEＤ

田方郡函南町塚本213-1

一笑

田方郡函南町塚本81-4中

たまご専門店TAMAGOYAベーカリーカフェ

田方郡函南町畑374-63

酒房扇

田方郡函南町仁田739-8

明葉

田方郡函南町間宮56

湯～トピアかんなみ

田方郡函南町柏谷259

Targa cafe

田方郡函南町塚本81-4

スナック PLANET＆MOON

田方郡函南町塚本81-4

太陽食堂

田方郡函南町塚本81-4

やきとり 織部

田方郡函南町大土肥184-3

明洞

田方郡函南町塚本131-26

亜樹

田方郡函南町柏谷1337

CAFE LEON

田方郡函南町上沢114-2

ポロネーズ

田方郡函南町間宮353-7

グリーングリルキセツ

田方郡函南町塚本887-1

隠庭

田方郡函南町仁田691-3

ごはんや 里庵

田方郡函南町上沢435-216

ソワール

田方郡函南町間宮8-3

つばさ寿司

田方郡函南町間宮792-13

焼肉どうじゃ

田方郡函南町大土肥1-1

店舗名称

店舗所在地

獅子蔵

田方郡函南町間宮7-2

台湾料理 昇龍

田方郡函南町大土肥189-1

揚華

田方郡函南町柏谷934-1

料理酒家 てらだ

田方郡函南町仁田476-12

いそ路

田方郡函南町仁田字橋の前539-1

まつおか

田方郡函南町平675-9

みよし

田方郡函南町畑毛205-1

izack花咲

田方郡函南町塚本131-5

居酒屋スナックがらくた

田方郡函南町間宮650-9第2山田ビル１F

炭火焼肉まこと

田方郡函南町平井640-7

マクドナルド 函南間宮マックスバリュ店

田方郡函南町間宮503-1

ライジング

田方郡函南町間宮680-2

スナック オープン（Open）

田方郡函南町塚本367-20

和風スナック つくしんぼ

田方郡函南町間宮650-8山田ビル1F

与利路

田方郡函南町間宮63

ICHIE

田方郡函南町間宮13-3

しま田

田方郡函南町間宮662-1

焼肉 善

田方郡函南町間宮479-1

峠茶屋

田方郡函南町桑原1364-2

韓国料理 ジヌ家

田方郡函南町間宮327-16

鎬亭

田方郡函南町上沢662-12

タリーズコーヒー 伊豆ゲートウェイ函南店

田方郡函南町塚本887－1

スナック nana

田方郡函南町塚本276-3セピアム601階

まわり道

田方郡函南町柏谷384-1

み喰い処 天

田方郡函南町間宮11

キッチン末広

田方郡函南町大土肥1-1メゾンド長島

ほまれ寿司

田方郡函南町大土肥70-8

らーめんブッチャー 函南店

田方郡函南町間宮680ら～めんブッチャー

レストラン 森の里

田方郡函南町平井1740-276

鈴木屋

田方郡函南町仁田33-1

すなっく ゆき

田方郡函南町間宮63-1

秋桜

田方郡函南町仁田33-1

酒庭 ICHIGO

田方郡函南町間宮63

手打宏房 饂飩亭

田方郡函南町仁田463-2

コメダ珈琲店 函南町店

田方郡函南町間宮437-1

カフェダイニングWAKABA

田方郡函南町平井1753-1630ベラビスタ南箱根

焼肉屋さかい函南店

田方郡函南町間宮574-1

とりバックス函南店

田方郡函南町仁田66-1-2

キッチン・マカロニ

田方郡函南町間宮356-4

炭焼きレストランさわやか函南店

田方郡函南町上沢130-1

スナック との

田方郡函南町仁田99-1

ドライブインきみち

田方郡函南町畑471-3

NEW YORK VENDYS

田方郡函南町間宮674-3

やきにく渡邊

田方郡函南町柏谷1327-100

店舗名称

店舗所在地

ケンタッキーフライドチキン函南店

田方郡函南町間宮446-1

備長扇屋 函南店

田方郡函南町間宮350-11

吉野家136号線函南店

田方郡函南町塚本142-1

スナック STARDUST

田方郡函南町柏谷934

五味八珍函南店

田方郡函南町間宮572-1

大関ラーメン

田方郡函南町平井774-17

栄華軒

田方郡函南町間宮15

つけ麺や 半兵衛

田方郡函南町塚本148-1

ジョナサン 函南

田方郡函南町間宮348-9

花りん

田方郡函南町間宮683-1

まちの縁側 まほろば

田方郡函南町塚本158-1

La風

田方郡函南町間宮683-1サンライズ佐藤函南ビル1F

LOCO’S BAR

田方郡函南町間宮10-2

九十九里

田方郡函南町間宮792-10

さかい珈琲 函南店

田方郡函南町間宮572-1

ずぼら

田方郡函南町仁田71-4

ふくろう

田方郡函南町間宮589-16 2F

びっくりドンキー函南店

田方郡函南町間宮572-1

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

店舗所在地

Cafe Lirio

駿東郡清水町伏見86

四六時中 サントムーン柿田川店

駿東郡清水町伏見52-1 サントムーンオアシス新棟２F

I.cornet

駿東郡清水町徳倉917-1

炭火焼肉 代官山

駿東郡清水町玉川106-5

串特急清水町徳倉店

駿東郡清水町徳倉460-85

赤とんぼ

駿東郡清水町徳倉1599-7

株式会社天神屋三島店

駿東郡清水町八幡179－1

洋食＆グラタン・ドリア アールヌーヴォー

駿東郡清水町伏見52-1 サントムーン柿田川新棟オアシス2F

創作dining自由人

駿東郡清水町長沢620

ＣＯＭＩＮＣＩＡＲＥ

駿東郡清水町的場147-1

中国家庭料理 福源

駿東郡清水町長沢307-3

居酒屋 私だけの隠れ家いちご

駿東郡清水町中徳倉21-13

IZAKAYA CAFE YORIMICHI

駿東郡清水町長沢126-6

Ｏriginal Italian Cafe ma-n-ma

駿東郡清水町徳倉1647-2

徳倉亭

駿東郡清水町中徳倉16-6

ポシェット

駿東郡清水町八幡200-1

池めん清水町店

駿東郡清水町徳倉1051-3 1F-1

cirkus39s

駿東郡清水町新宿257-1

カレーハウスココ壱番屋 駿東柿田川店

駿東郡清水町八幡222-1

刻ワスレ食堂

駿東郡清水町柿田173-23

しゃぶ葉 サントムーン柿田川店

駿東郡清水町伏見52-1サントムーン柿田川オアシス館2F

ガスト 柿田川公園前店

駿東郡清水町伏見泉頭58-14

かあさんのしょうが焼き

駿東郡清水町玉川61-4

CHaRcOaL

駿東郡清水町伏見597-8

炭火焼肉 炭の家

駿東郡清水町伏見597-8

つけめんやDots

駿東郡清水町八幡162-1

麺屋中川本店

駿東郡清水町長沢136-1

肉めし 神丼

駿東郡清水町八幡182-1

Trattoria uno

駿東郡清水町八幡221-1フォンテーヌミヤビ106号

L'OASI

駿東郡清水町卸団地207

すいけん

駿東郡清水町徳倉1140-1

ラーメンろたす

駿東郡清水町堂庭8-7

茶房枯山水

駿東郡清水町堂庭297-1

台湾料理 福盛楼

駿東郡清水町卸団地203

味いちもんめ

駿東郡清水町八幡122

DARTS SHOP LOZA

駿東郡清水町八幡32-6八幡プラザTERAO1F

ラ・ポステ

駿東郡清水町長沢306-6 2階

居酒屋 龍

駿東郡清水町徳倉1591-2

二代目ほっかい

駿東郡清水町堂庭262ホテルエルムリージェンシー1F

エスト・エスト

駿東郡清水町伏見9-6

はら田

駿東郡清水町柿田19-1

飲み食い処E☆ZACK

駿東郡清水町中徳倉16-3

analog １F

店舗名称

店舗所在地

スナック 心

駿東郡清水町徳倉1881-1

インドカレー クルチャ

駿東郡清水町中徳倉16-2

海雲台

駿東郡清水町徳倉1020-8

キャナリィロウ柿田川店

駿東郡清水町柿田148-1

毎日牧場

駿東郡清水町湯川10-55

ロイヤルホスト柿田川公園店

駿東郡清水町玉川111-3

Pasta＆Pizza PATA PATA サントムーン店

駿東郡清水町伏見52-1サントムーン柿田川新棟2F2050

居ザック ふぅ。

駿東郡清水町柿田211-8 1館C号

にこにこラーメン

駿東郡清水町久米田68-1

よし多

駿東郡清水町徳倉2712-3

雪ん子

駿東郡清水町八幡43-4

麺 まる井

駿東郡清水町的場83-10

モンレーブ

駿東郡清水町長沢307-1

うな繁

駿東郡清水町伏見239-3

マクドナルド 黄瀬川店

駿東郡清水町八幡22-2

きんた

駿東郡清水町長沢202-4

北海道料理 中むら

駿東郡清水町伏見613-11

徳利屋

駿東郡清水町長沢137

お昼ごはんとちょい呑 こめや

駿東郡清水町徳倉468

二代目 天馬

駿東郡清水町柿田198-16

台湾料理 龍華

駿東郡清水町伏見621－9

一品料理 木々

駿東郡清水町長沢666-2

どんどん 三島店

駿東郡清水町八幡179-1

果汁工房果琳 サントムーン柿田川店

駿東郡清水町玉川61-2

和華

駿東郡清水町柿田681-1

くつろぎ処 いろは

駿東郡清水町徳倉1881-1

Sally's tambayan ＆ Restobar

駿東郡清水町長沢136-1-103

喫茶 ミツ

駿東郡清水町徳倉1041-4

オレンジポット柿田川店

駿東郡清水町伏見58-1サントムーン柿田川アネックス内

スナック 櫂

駿東郡清水町堂庭246-7

食堂 入船

駿東郡清水町的場102-16

ラーメン山岡家 沼津柿田川店

駿東郡清水町八幡174

茶房 蔵

駿東郡清水町伏見86

安楽亭 三島清水町店

駿東郡清水町玉川228-3,228-4

平盛苑

駿東郡清水町柿田136-1

花車

駿東郡清水町長沢305-2-102

煮干らぁめん佐伝

駿東郡清水町徳倉1881-1

ユーロ ダイニング ブリエ

駿東郡清水町伏見150-1

ステーキDADA サントムーン柿田川店

駿東郡清水町伏見52-1 サントムーン柿田川オアシス館

大戸屋サントムーン柿田川店

駿東郡清水町伏見52-1 サントムーン オアシス2F

鐘庵 清水町店

駿東郡清水町堂庭183-22

ダイニングカワセミ

駿東郡清水町伏見86

食事処かわせみ

駿東郡清水町伏見86

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

店舗所在地

長泉茶寮

駿東郡長泉町中土狩539

沼津魚がし鮨 流れ鮨 下土狩店

駿東郡長泉町下土狩1042-5

木の実

駿東郡長泉町下長窪935-91

MUSICPUBあすなろ

駿東郡長泉町納米里474-2

ホテルルートイン 長泉沼津インター第1 レストラン花茶屋

駿東郡長泉町下長窪1157-1 ホテルルートイン長泉沼津インター第1内

ホテルルートイン 長泉沼津インター第2 レストラン花茶屋

駿東郡長泉町南一色34-5

クレマチスの麓の珈琲舎

駿東郡長泉町南一色327-1 関道ビル1階

ASIAN STARS KITCHEN

駿東郡長泉町本宿377

nostalgia長泉店

駿東郡長泉町納米里5-1

酔壺かよちゃん

駿東郡長泉町上土狩193-28

揚子江

駿東郡長泉町下土狩1287

ゆらりごはんひまり

駿東郡長泉町下土狩631鈴木ビル１階

純喫茶 ライラック

駿東郡長泉町下土狩378-24 ２F

ガスト 長泉町店

駿東郡長泉町下土狩907-1

ano temari

駿東郡長泉町納米里206

居酒屋みくに

駿東郡長泉町下長窪102

牛庵長泉店

駿東郡長泉町下土狩429-1

うな泉

駿東郡長泉町中土狩550-4

awatenvou

駿東郡長泉町下土狩422-12

ライアンドリー

駿東郡長泉町納米里172-17 101号

一番亭 長泉町下土狩店

駿東郡長泉町下土狩御獄堂323-4

す・ぱん 長泉店

駿東郡長泉町下長窪1076ウェルディ長泉内2F

YOSEMITECAFE

駿東郡長泉町下土狩821-1ベルフォーレ1階

喜作寿司

駿東郡長泉町下土狩442-9

Earth Cafe

駿東郡長泉町竹原392-5

インド料理ガンジス川

駿東郡長泉町竹原281－1

ピープルハウス

駿東郡長泉町下土狩1348-1

いちょうの木

駿東郡長泉町下土狩647-3

鳥こまち三島店

駿東郡長泉町下土狩14－16

やきとり三楽下土狩店

駿東郡長泉町下土狩1352-7

遊庵 花筏

駿東郡長泉町南一色417-1 尾崎ビル1階

馬肉料理専門店馬鹿うま

駿東郡長泉町下土狩1354-14カリンビル101

よし乃

駿東郡長泉町下土狩1368

Snack&bar Drops

駿東郡長泉町下土狩1354-14カリンビル201

富士エースゴルフ倶楽部

駿東郡長泉町東野655-1

マクドナルド246長泉店

駿東郡長泉町南一色326-3

tessen

駿東郡長泉町東野347-1

コーヒー スナック 蘭

駿東郡長泉町下土狩515-12

カフェ・ド・フルール

駿東郡長泉町中土狩813-20

法力亭

駿東郡長泉町竹原405

桃沢野外活動センター 食堂

駿東郡長泉町元長窪895-108

YUZUKA 中土狩店

駿東郡長泉町中土狩729-1

店舗名称

店舗所在地

勢林

駿東郡長泉町下長窪674

福梅

駿東郡長泉町納米里68-7

くりや製麺直売所

駿東郡長泉町納米里214-1グリーンモール内

キッチン リベルテ

駿東郡長泉町桜堤2-15-10

焼肉 ひえん

駿東郡長泉町下土狩199-5 林コーポ105

牛平

駿東郡長泉町下土狩1782-6

コメダ珈琲店 長泉町桜堤店

駿東郡長泉町上土狩68-27

焼肉駿河

駿東郡長泉町下土狩14-12

焼きとりてっちゃん

駿東郡長泉町下土狩83-1

炭焼きレストランさわやか長泉店

駿東郡長泉町中土狩340-5

焼きとりてっちゃん 裾野店

駿東郡長泉町下土狩83-1

つるや

駿東郡長泉町竹原342-38

かどや

駿東郡長泉町下長窪131-3

森のクマさん

駿東郡長泉町納米里50-2

五味八珍長泉店

駿東郡長泉町竹原211-1

夢庵 三島北

駿東郡長泉町下土狩1024-1

焼肉 十々

駿東郡長泉町本宿381

タリーズコーヒー長泉桜堤店

駿東郡長泉町桜堤1-8-15

近江焼肉ホルモンすだく 長泉店

駿東郡長泉町本宿110-1メゾンあゆつぼ1F

焼肉居酒屋けんちゃん家

駿東郡長泉町下土狩1321ケニーズビル2F

大戸屋ウェルディ長泉店

駿東郡長泉町下長窪１０７５－３３

満貫

駿東郡長泉町下土狩1286-8

鉄板焼show

駿東郡長泉町竹原288-1

吉野家 長泉店

駿東郡長泉町納米里199-11

びっくりドンキー長泉店

駿東郡長泉町南一色字大平8-1

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

店舗所在地

小山茶寮

駿東郡小山町用沢420-4

RESTAURANT CRANE Garden

駿東郡小山町中日向694 富士スピードウェイ内

居酒屋 しまちゃん

駿東郡小山町須走299-8

山久荘

駿東郡小山町桑木681-3

焼肉 イブ

駿東郡小山町須走193

足柄の森レストラン

駿東郡小山町桑木字南ノ原599エクスパーサ足柄（下）

オアシス

駿東郡小山町須走17-12

まちこ

駿東郡小山町須走17-48

東富士山荘

駿東郡小山町須走字木之根坂国有林500ホ小班

山小屋

駿東郡小山町須走17-39

エリート

駿東郡小山町須走173

お多福

駿東郡小山町須走219-11

有限会社 みどりや 本店

駿東郡小山町用沢186-2

レストラン 御厨

駿東郡小山町須走473-1

レストラン&優カフェ Liten lycka

駿東郡小山町用沢1346-9

あかり

駿東郡小山町須走220-18

はなはる

駿東郡小山町須走184-1

ドライブイン富士

駿東郡小山町生土557-1

藤曲屋

駿東郡小山町竹之下2425

スターバックスコーヒー 足柄サービスエリア（下り線）店

駿東郡小山町桑木字南の原599 東名高速道路 EXPASA足柄（下り線）

はなの舞 富士駐屯地店

駿東郡小山町須走481-27

カレーハウスCoCo壱番屋 EXPASA足柄下り店

駿東郡小山町桑木599東名高速道路足柄サービスエリア下り線

中華 万里

駿東郡小山町桑木599 足柄サービスエリア下り線

ラーメン まぁちゃん

駿東郡小山町須走212-1

ちょうちん

駿東郡小山町須走239-1

藤曲屋あしがら温泉店

駿東郡小山町竹之下456-1

一力

駿東郡小山町須走140

時遊亭

駿東郡小山町竹之下1367-2

スナック ゆう

駿東郡小山町須走239-1

たん たん たん

駿東郡小山町須走282-15

滝口わさび園

駿東郡小山町須走359-2

三軒屋

駿東郡小山町小山107-8

居酒屋 山びこ

駿東郡小山町須走239-2

Harukoma(春駒)

駿東郡小山町須走218-４

まるやす

駿東郡小山町須走173-3

おらがの

駿東郡小山町須走250-2

松葉寿司

駿東郡小山町須走177-6

足湯とと

駿東郡小山町桑木595-5東名高速道路足柄SA下り

酒場理沙

駿東郡小山町須走240

あしがら金太郎ラウンジ なるほどロード

駿東郡小山町桑木595-5 東名高速道路足柄SA下り

ホテルジャストワン富士小山

駿東郡小山町竹之下333-2

いなか屋

駿東郡小山町須走239-1

店舗名称

店舗所在地

田舎料理みや

駿東郡小山町桑木154-1

アダム

駿東郡小山町須走299-2

ニュー市松

駿東郡小山町須走17-14

小山町駿河小山駅前交流センター

駿東郡小山町小山599-5

長楽

駿東郡小山町須走237-1

