
Ｎｏ． 事業所名 業種 地区 取扱い商品・サービス 〒 住所 電話番号 営業時間 定休日 ＰＲ スペシャルサービス 金融機関 支店名 口座種類口座番号 口座名義 フリガナ

例 島田市商工会 サービス業 金谷 経営相談・地域振興 428-0026 島田市金谷本町20104-2 0547-45-4611 8：30-17：15 土・日・祝

4 ㈱洋品のカワサキヤ 小売業 金谷 婦人服・下着・靴・バック・雑貨 428-0043 島田市金谷中町2100-1 0547-46-3056 9：00-18：30 正月３日間 ひざのトラブルを予防するメディカルウォークを販売。 買物券を使用した場合５％引き 静岡銀行 金谷支店 普通 31018 株式会社洋品のカワサキヤ　取締役社長　カ）ヨウヒンノカワサキヤ　トリシマリヤクシャチョウ　スギノヨシコ

13 洋品寝具いけや 小売業 初倉 洋品・寝具・カーテン 427-0111 島田市阪本964 0547-38-0313 8：00-19：30 月 島田信用金庫 初倉支店 当座 729 池谷猛 イケヤタケシ

22 暮らしのセンターながい島店 小売業 金谷 青果・鮮魚・精肉・食品・菓子 428-0007 島田市島720-6 0547-45-5513 9：30-19：00 木 日限地蔵尊の前にあり、地元野菜およびお土産菓子なども扱っております。 島田信用金庫 五和支店 普通 123507 永井繁 ナガイシゲル

23 うな一 サービス業 初倉 うなぎ 427-0107 島田市船木2351-70 0547-38-2314
11：30-14：00

17：00-
火・第三水

※月は昼のみ営業
材料を吟味し安心、安全にこだわって作っています。 島田信用金庫 初倉支店 普通 86061 藁科英樹 ワラシナヒデキ

24 みどりや洋品店 小売業 川根 総合衣料・紳士・婦人 428-0104 島田市川根町家山660-1 0547-53-2112 8：00-18：30 総合衣料・紳士・婦人 静岡銀行 家山支店 普通 94362 みどりや　岡野隆司 ミドリヤ　オカノリュウジ

25 メガネ・時計・補聴器のオオツカ 小売業 金谷
メガネ・時計・補聴器の販売修理

金・プラチナ買取り
428-0026 島田市金谷本町2007-1-2 0547-45-3073 9：00-19：00 水

新発売！近赤外線＋ブルーライトカットメガネレンズ
新発売！追求したのは会話の楽しさ。Nx補聴器

券にも「島田サービスシール」がつきます。（一部対象外があり静岡銀行 金谷支店 普通 376347 大塚明芳 オオツカアキヨシ

26 池清ふとん店 小売業 金谷 寝装寝具一式 428-0028 島田市金谷下十五軒2110 0547-46-2800 9：00-19：00 日 島田信用金庫 金谷支店 普通 324641 池ヶ谷勲 イケガヤイサオ

27 ナルセ化粧品店 小売業 金谷 化粧品・エステ　等 428-0026 島田市金谷本町2040 0547-45-2602 9：30-18：30 日・祝 掛川信用金庫 金谷支店 普通 55209 大鐘三恵子 オオガネミエコ

28 マルヨシサイクル 小売業 金谷 自動車・オートバイ・パーツ 428-0017 島田市金谷栄町3474 0547-45-3755 8：00-19：00 日 電動自転車専門店・パンク修理即ＯＫ
自転車パンク１ヶ所の場合、お買物券２枚でＯＫ。

バイクスクーター・カブのパンク１ヶ所の場合、お買物券４枚
でＯＫ。

掛川信用金庫 金谷支店 普通 1608 又平浩幸 マタヒラヒロユキ

29 ヘアーサロンにしむら サービス業 川根 理容全般 428-0104 島田市川根町家山706-2 0547-53-2766 8：00-19：00 月・第二火・第三日 静岡銀行 家山支店 普通 71216 西村只己 ニシムラタダミ

30 洋品の杉卓 小売業 初倉
婦人洋品・紳士婦人インナー

Ｂａｇ・タオル・初倉学生服用品など
427-0111 島田市阪本1395-1 0547-38-0062 9：00-19：00 月 店内全品　学生服用品がお買物券使えます。 ドリームカードポイント付与 島田信用金庫 初倉支店 普通 252255 杉村茂行 スギムラシゲユキ

31 ㈱田中石油店 小売業 初倉 石油製品・車販売買取 427-0107 島田市船木244-5 0547-38-0079 7：00-20：00 お車の相談ができるガソリンスタンドです。 島田信用金庫 初倉支店 普通 4804 株式会社田中石油店　代表取締役　田中利カ）タナカセキユテン　ダイヒョウトリシマリヤク　タナカトシオ

32 和多宏ガラス 小売業 金谷 陶器・サッシ・ガラス・アミ戸 428-0027 島田市金谷上十五軒1980 0547-45-2417 9：00-18：30 日 有田焼・瀬戸焼・志都呂焼・その他作家作品も取り扱っております。 3,000円以上お買い上げのお客様に粗品プレゼント致します。 静岡銀行 金谷支店 普通 408268 和多宏ガラス　櫻井久夫 ワダヒロガラス　サクライヒサオ

33 ㈱長谷川印刷 製造業 金谷 印刷物 428-0026 島田市金谷本町2000 0547-46-2014 8：30-17：30 土・日・祝 賀はがきなどの小品から各事業所で使う封筒や伝票・チラシなどの印刷物にご利用いただけます。 静岡銀行 金谷支店 当座 2870 株式会社長谷川印刷　代表取締役　長谷川カ）ハセガワインサツ　ダイヒョウトリシマリヤク　ハセガワシン

34 マツオカ 小売業 初倉 お弁当・惣菜・食料品 427-0111 島田市阪本1451-3 0547-38-0606 7：00-17：00 日 島田信用金庫 初倉支店 当座 10090 松岡利夫 マツオカトシオ

35 住川米穀店 小売業 金谷 米・雑穀・麺・食品・お菓子 428-0028 島田市金谷下十五軒2103-1 0547-45-2369 9：00-19：15 日 玄米を自家精米して販売。専門店ならではのめずらしい食品やお菓子 島田シール加盟店、金曜はシール２倍の日。 島田信用金庫 金谷支店 普通 328182 住川一郎 スミカワイチロウ

36 ジャパンバザール 小売業 初倉
新鮮な野菜・花・果物
牛肉・豚肉・惣菜など

427-0111 島田市阪本4245-3 0547-38-5505 9：00-17：30 正月1日～5日迄 産のお店です。朝採り野菜がいっぱいです。初倉で育てた葵牛肉やわらかでおいしいです。 大井川農協 初倉支店 普通 17108 ジャパンバザール　代表　曽根忠彰 ジャパンバザール　ダイヒョウ　ソネタダアキ

37 食堂カフェ樵 サービス業 金谷 ジビエ料理・蜂蜜 428-0004 島田市横岡579-1 0547-54-5858
11：00-17：00
（Ｌ.Ｏ　16：30）

火・水
月２回月

きこりが収穫した「山の恵み」を味わえる小さな食堂カフェ。
ジビエ料理、自家養蜂の蜂蜜を使用したデザートを食べながらのんびりとした時間を

お過ごしください。
島田信用金庫 五和支店 普通 122713 古谷明代 フルヤアキヨ

38 田村衣料店 小売業 川根 衣料品 428-0104 島田市川根町家山349-8 0547-53-3286 9：00-18：00 日 島田信用金庫 家山支店 普通 101700 田村明 タムラアキラ

39 ステーキハウスラグーサービス業 島田 レストラン 427-0056 田市大津通1965サンライズビル 0547-35-5057

11：30-13：30（ラスト
オーダー）

17：30-20：30（ラスト
オーダー）

月（祝日の場合は翌日）
お箸で食べる鉄板焼ステーキ。毎日変わる日替わりランチ。

アイスクリームの鉄板焼ステーキ（炎のデザート）
自家製ドレッシング６００円（税別）をオシマネー１枚で販売。 島田信用金庫 初倉支店 普通 143456 宮村錬一 ミヤムラレンイチ

40 麦酒屋ほしの 小売業 初倉 酒類・食品 427-0101 島田市大柳100-7 0547-38-5011 9：00-20：00 火 お酒もビール券も地元のお酒屋さんへ 静岡銀行 初倉支店 普通 102 星野哲也 ホシノテツヤ

41 いっぷく茶処やませき 小売業 川根 茶・喫茶 428-0103 島田市川根町身成3533 0547-53-4545 10：00-17：30 元日
やませきでは茶釜で川根茶が体験でき、しっかりと揉み込まれた茶の風味をご堪能

いただけます。
店内では、季節のお茶を呈茶しています。川根茶らしい天王山をお勧めします。

島田信用金庫 家山支店 普通 14850 株式会社山関園製茶 カ）ヤマセキエンセイチャ

42 三松家 小売業 初倉 おにぎり・助六 427-0102 島田市大柳南321-1 0547-38-1202 7：30-17：00 火・水 島田信用金庫 初倉支店 普通 18538 三松家　宗野省蔵 ミマツヤ　ソウノショウゾウ

43 ㈱増商 建設業 金谷
水道工事・住宅リフォーム

太陽光発電販売・ＬＰガス・灯油
428-0013 島田市金谷東1丁目1018 0547-45-2145 8：00-17：00 日・祝

地域の皆様のおかげで創業80周年を迎えることができました。
お困りごとは何なりと当社まで！！

静岡銀行 金谷支店 当座 476 株式会社増商　代表取締役　増田直樹 カ）ゾウショウ　ダイヒョウトリシマリヤク　マスダナオキ

44  ㈱朝日園（駅前本店・直販店・茶房遊） 小売業 川根 茶・茶器・お菓子・雑貨
428-0104
428-0104
428-0103

島田市川根町家山372-1（本
店）

島田市川根町家山1313-5
（直販店）

0547-53-2058（本
店）

0547-53-4058（直販
店）

8：00-17：00（本店・直
販店）

10：00-18：00（茶房遊）

無し（本店）
土・日（直販店）

月～木（茶房遊）※祝日の場合は営業

常に 高の美味を追求し、お茶通の皆様方に喜んでいただける高品質茶を提供して
おります。

川根にお越しの際にはぜひご来店ください。
島田信用金庫 家山支店 普通 6963 株式会社朝日園　代表取締役　朝比奈孝亮カ）アサヒエン　ダイヒョウトリシマリヤク　アサヒナタカアキ

45 パティスリー　アルペンローゼ 小売業 初倉 洋生菓子・焼菓子 427-0111 島田市阪本1444-6 0547-38-5002 10：30-19：00 水・第１火
季節のフルーツをふんだんに使ったケーキと種類豊富な焼菓子。

華やかなラッピングギフトなど揃っています。
島田信用金庫 七丁目支店普通 15350 菅沼明子 スガヌマアキコ

46 武田酒店 小売業 初倉 お酒類とたばこにお菓子 427-0113 島田市湯日3385-12 0547-38-0243 8：30-18：30 日 おいしい島田の銘酒あります！ 島田信用金庫 初倉支店 普通 76716 武田繁雄 タケダシゲオ

47 河守精肉店 小売業 初倉 お弁当・惣菜・揚げ物 427-0111 島田市阪本1446-31 0547-38-105 9：00-18：30 月 島田信用金庫 初倉支店 普通 160350 河守まゆみ カワモリマユミ

48 鈴木商店 小売業 初倉 食品 427-0111 島田市阪本1640 0547-38-0838 9：00-18：00 日 島田信用金庫 初倉支店 普通 75663 鈴木喜代次 スズキキヨジ

49 弦月 サービス業 初倉 とんかつ・ハンバーグ・鉄板焼きステーキ 427-0111 島田市阪本1381-3 0547-38-0266
11：30-13：30
17：00-21：00

月 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 27901 大村光子 オオムラミツコ

50 宮村書店 小売業 初倉 本・文具 427-0111 島田市阪本1384-17 0547-38-0075 8：30-19：30 日 売切れや買忘れのない雑誌お取置き承ります。ドリームカード加盟店です。 島田信用金庫 初倉支店 普通 364390 宮村利之 ミヤムラトシユキ

51 八木和洋菓子店 小売業 初倉
みそまんじゅう・和菓子・袋菓子

クリスマス時だけデコレーションケーキ
427-0111 島田市阪本1446-32 0547-38-0025 8：30-18：30 日 まんじゅう１個でも誰でも気軽に立ち寄って心から安らぎが出来る店を目指します。 島田信用金庫 初倉支店 普通 211885 八木佐和子 ヤギサワコ

52 ㈲北川商会 サービス業 金谷 車検・点検等　整備代金・用品 428-0005 島田市横岡新田227-8 0547-45-4171 8：00-17：00 祝 島田信用金庫 五和支店 普通 34339 有限会社北川商会 ユ）キタガワショウカイ

53 ㈱太田 小売業 初倉
家電販売・空調工事・電気工事

管工事・水道施設工事
427-0111 島田市阪本1329-26

0547-38-1511
0547-38-1522

8：00-19：00 無し 島田信用金庫 初倉支店 普通 330151 株式会社太田　代表取締役　池ヶ谷真澄 カ）オオタ　ダイヒョウトリシマリヤク　イケガヤマスミ

54 河辺酒店 小売業 初倉 酒・タバコ・菓子・食品 427-0107 島田市船木2065 0547-38-3325 9：00-19：00 日 島田信用金庫 初倉支店 普通 145793 河辺泉 カワベイズミ

55 ㈱カネハチ　初倉店 小売業 初倉 食料品・雑貨　等 427-0111 島田市阪本1462-1 0547-38-1331 9：00-20：00 １月３日・４日
地域密着型スーパー。お惣菜が大人気。

こだわった商品も多数品揃え。
島田信用金庫 初倉支店 普通 35444 株式会社カネハチ　代表取締役　高橋敏八カ）カネハチ　ダイヒョウトリシマリヤク　タカハシトシヤ

56 よろずや 小売業 初倉 衣料品・履物 427-0111 島田市阪本3271 0547-38-1286 9：00-19：00 不定休 島田信用金庫 初倉支店 普通 26395 曽根敏雄 ソネトシオ

57 アイ・ミヤムラ 小売業 初倉
デジタル家電・太陽光発電

オール電化・電気＆設備工事
427-0113 島田市湯日3401-5 0547-38-2419 9：00-18：00 日・祝 あなたの街のでんきやさん。愛ある暮らし届けたい。 島田信用金庫 初倉支店 当座 265 宮村相司 ミヤムラアイジ

58 ストアー八百金 小売業 金谷 野菜・果物・食料品 428-0042 島田市金谷古横町178-3 0547-45-2768 9：00-19：00 日
毎月７日・１７日・２７日は野菜・果物・食料品が特売。

７の日が日曜にあたると６の日土曜特売。
スルガ銀行 金谷支店 普通 40968 赤堀不二夫 アカホリフジオ

59 成岡薬局　井口店 小売業 初倉
医薬品・食品・化粧品・雑貨等

保険調剤（お買物券不可）
427-0104 島田市井口880 0547-38-0150 8：30-19：00 日・祝 島田信用金庫 初倉支店 普通 162680 有限会社成岡ファーマシー　代表取締役　ユ）ナルオカファーマシー　ダイ）ナルオカアツヒデ

60 とんかつ一文字 サービス業 初倉 とんかつ 427-0107 島田市船木328-1 0547-38-1385
11：00-13：30
17：00-20：30

月・第三火 生パン粉でサクサクのとんかつです。 島田信用金庫 初倉支店 普通 363467 一文字　菊池敏夫 イチモンジ　キクチトシオ

61 ㈱お茶のさすき園 小売業 初倉 お茶・スイーツ 427-0111 島田市阪本938-1 0547-38-2107
9：00-19：00

日・祝　9：00-18：00
元旦のみ 島田掛川信用金庫 初倉支店 当座 8134 ㈱お茶のさすき園 カ）オチャノサスキエン

62 パティスリー　ウーブリエ 小売業 初倉 洋菓子・カフェ 427-0104 島田市井口1481 0547-38-5660 10：00-19：00 水曜・第３火
季節ごとに旬のフルーツを使ったケーキのお店です。

カフェも併設していますのでコーヒーと共にゆっくりデザートを楽しめます。
カフェで使えるドリンクチケット（次回来店時に使える）プレゼント島田信用金庫 初倉支店 普通 270598 瓜田直樹 ウリタナオキ

63 大塚石油㈲ 小売業 初倉 ガソリン・軽油・灯油・オイル 427-0111 島田市阪本1095 0547-38-1305 7：00-18：00 日・祝 島田信用金庫 初倉支店 普通 7420 大塚石油有限会社 オオツカセキユ（ユ

島田市商工会　共通お買物券　取扱い事業所名簿



64 ㈱鈴木モータース サービス業 初倉 自動車　販売・整備 427-0107 島田市船木249-4 0547-38-0077 8：00-17：00 日・祝
当店は初倉で60年以上車関係の仕事をさせて頂いております。

新車・中古車・保険・販売・車検・点検・鈑金・整備まで車のことなら当店におまかせ下
さい。

島田信用金庫 初倉支店 普通 221104 株式会社鈴木モータース カ）スズキモータース

65 和田石油㈲ 小売業 初倉 ガソリン 427-0104 島田市井口456-1 0547-38-0141 7：00-19：00 日・祝 島田信用金庫 初倉支店 当座 9840 和田石油有限会社 ワダセキユ（ユ

66 はやかわ 小売業 川根 衣料品 428-0104 島田市川根町家山655-4 0547-53-2052 8：30-18：30 第１・３　月 静岡銀行 家山支店 当座 305469 早川英樹 ハヤカワヒデキ



67 特定非営利活動法人こころ　りなむ その他 金谷
パン・焼菓子・喫茶での飲食

手づくり石けん
428-0043 島田市金谷中町2100-1 0547-46-1687 10：00-16：00 土・日・祝

地域に根ざした障害者支援施設です。こころの自主製品のコンセプトである
①こころがホッと（ＨＯＴ）する②地球とからだにやさしい③人・もの・こころをつむぐに

沿い、
おいしいパンやランチ 手づくりの石けんを販売しています

静岡銀行 金谷支店 普通 429081 特定非営利活動法人こころ　理事長　菅原トクテイヒエイリカツドウホウジンココロ　リジチョウ　スガワラサヨコ

68 進士薬局 小売業 金谷 薬・雑貨 428-0013 島田市金谷東二丁目1857-13 0547-45-2256 8：00-18：00 日・祝 島田のシール２倍サービス 掛川信用金庫 金谷支店 普通 4389 進士寿子 シンジヒサコ

69 ㈲ビクソン サービス業 初倉
自動車　整備・車検・鈑金塗装

新車中古車販売・四輪ホイールアライメント
427-0103 島田市中河153-1 0547-38-7050 8：00-18：00 日・祝

お車のことならなんでもご相談ください。（四輪ホイールアライメント）
特にボディー・足廻りの修理には自信があります！！

島田信用金庫 初倉支店 普通 236594 有限会社ビクソン ユウゲンガイシャビクソン

70 金谷電機㈱ 小売業 金谷 家電品 428-0026 島田市金谷本町2023-1 0547-45-5151 8：00-17：00 土・日 島田信用金庫 金谷支店 当座 3222 金谷電機株式会社 カナヤデンキ（カ

71 ㈲長崎塗装店 建設業 金谷 塗替工事・総合建築塗装・防水工事 428-0017 島田市金谷栄町326-25 0547-45-4472 8：00-18：00 日 予算に合わせ施工もＯＫ。少量の工事もＯＫ。ローン取扱あり。 見積無料 島田信用金庫 金谷支店 普通 205559 有限会社長崎塗装店　代表取締役　長崎義ユ）ナガサキトソウテン　ダイヒョウトリシマリヤク　ナガサキヨシノリ

72 川口デンキ 小売業 金谷 家電商品・電気工事 428-0032 島田市金谷天王町1588-66 0547-45-3232 9：00-19：00 日 島田信用金庫 金谷支店 普通 311844 川口和弘 カワグチカズヒロ

73 イマムラ洋品店 小売業 川根 婦人洋品 428-0104 島田市川根町家山706-1 0547-53-2088 9：00-18：00 無し（不定休） 静岡銀行 家山支店 普通 239070 イマムラ洋品店　今村芳太郎 イマムラヨウヒンテン　イマムラヨシタロウ

74 福井商店 小売業 川根 日用雑貨・肥料 428-0211 島田市川根町笹間上664-26 0547-54-0013 7：00-18：30 無し 静岡銀行 家山支店 普通 44499 福井茂樹 フクイシゲキ

75 ㈱金谷タクシー サービス業 金谷 タクシー・乗車運送 428-0026 島田市金谷本町2017-9 0547-45-2151 スルガ銀行 金谷支店 普通 861498 株式会社金谷タクシー カ）カナヤタクシー

76 ふじ膳 サービス業 島田 家庭料理・つまみ・アルコール類 427-0028 島田市栄町2-4 0547-37-3990 17：00-24：00 月
島田駅前徒歩１分。家庭的な居酒屋のふじ膳です。

おすすめは「ふじ膳ギョウザ」「おでん」「桜えびかき揚げ」など。
買物券利用のお客様は１品サービスとさせて頂きます。 島田信用金庫 本店 普通 480045 谷口正枝 タニグチマサエ

77 石沢電気店 小売業 金谷 家電販売・修理・電気工事 428-0027 島田市金谷上十五軒1990-1 0547-45-2008 8：00-19：00 日 修理技術者のいる店 静岡銀行 金谷支店 普通 53754 石澤昇 イシザワノボル

78 住川食料品店 小売業 金谷 乾物 428-0028 島田市金谷下十五軒2102-1 0547-45-3014 8：30-18：00 日 毎週金曜日は島田シール２倍 静岡銀行 金谷支店 普通 61905 住川悦代 スミカワエツヨ

79 ㈱丸紅 建設業 初倉 生コン・商材 427-0113 島田市湯日1-1 0547-30-0357 8：00-17：00 日・祝 掛川信用金庫 島田支店 当座 70 ㈱丸紅 カ）マルベニ

80 合同会社　茶蔵 小売業 金谷
深蒸し茶・熟成和紅茶・各品種茶

緑茶羊かん・茎茶の販売
428-0037 島田市菊川136 0547-45-5099 8：30-15：00

土・日・祝
（茶期中は無休）

菊川の里山で大切に育てた緑茶・和紅茶をメインに販売しています。
世界農業遺産「茶草場農法」＆「ＪＧＡＰ」の認証を受けた茶葉を使用しています。

試飲用サンプルプレゼント 大井川農協 牧之原支店普通 34244 合同会社茶蔵　代表　村田新吾 ゴウドウカイシャチャクラ　ダイヒョウ　ムラタシンゴ

小売業 川根 そば・うどん・地場産品・土産品 428-0101 島田市川根町笹間渡18-1 0547-53-2021 10：00-18：00 第１火
こだわりの手作りつゆで、そば、うどんをどうぞ。
地元の自然薯を使ったとろろごはんも人気です。

笑顔 島田信用金庫 家山支店 普通 51411 株式会社寿園　代表取締役　小澤長年 カ）コトブキエン

サービス業 川根 パスタ・ピザ・炭火焼珈琲　他 428-0104 島田市川根町家山4153-7 0547-53-3788 9：30-17：00 木
炭火100％、七輪で丁寧に焙煎した炭火焼珈琲、

パスタ、ピザも好評です。
笑顔 島田信用金庫 家山支店 普通 113763 株式会社寿園　代表取締役　小澤長年 カ）コトブキエン

82 寿し清 サービス業 川根 飲食 428-0104 島田市川根町家山685-1 0547-53-2022 11：00-20：00 月 薬膳料理（１週間前に予約が必要です） ソフトドリンク or デザート（１人につき１品サービス） 静岡銀行 家山支店 普通 77187 久保田清 クボタキヨシ

83 ㈲ブライダルアドバンス　オキサービス業 川根 婚礼衣裳・美容一般 428-0104 島田市川根町家山709-3 0547-53-2131 8：00-17：00 月・第２火・第３日
地域に密着し、お子様からお年寄りまで安心してご来店頂けるサロンです。

全国着付協会講師の高い技術の着付けを提供します。
通常2,500円のトリートメントをパーマ、カラー後は

1,000円で提供いたします。
島田信用金庫 家山支店 普通 31577 有限会社ブライダルアドバンス　オキ　代表ユ）ブライダルアドバンス　オキ　ダイヒョウトリシマリヤク　オキユウイチロウ

84 ㈱河徳商店 小売業 川根 食品販売 428-0104 島田市川根町家山657-4 0547-53-3100 8：00-18：00 不定休 静岡銀行 家山支店 当座 145 ㈱河徳商店　河野浩徳 カ）カワトクショウテン　カワノヒロノリ

85 川柳園 サービス業 川根 食堂 428-0104 島田市川根町家山4156-40 0547-53-2273
11：00-13：30
16：00-21：00

木 大井川農協 川根支店 普通 30593 渡辺尚春 ワタナベナオハル

86 太田屋商店 小売業 川根 食品 428-0104 島田市川根町家山301-11 0547-53-2063 9：00-18：30 日 静岡銀行 家山支店 普通 207474 太田屋商店　太田徳男 オオタヤショウテン　オオタトクオ

87 久米商店 小売業 川根 食品 428-0106 島田市川根町抜里495 0547-53-2129 7：00-19：00 日 冬おでん。夏かき氷。 静岡銀行 家山支店 普通 31336 久米勝江 クメカツエ

88 酒場ちどり サービス業 川根 居酒屋 428-0104 島田市川根町家山436-1 0547-53-3764 17：00-23：30 なし 島田信用金庫 家山支店 普通 14176 米澤久夫 ヨネザワヒサオ

89 マルゴストアー 小売業 川根 生鮮食品・惣菜 428-0104 島田市川根町家山936-13 0547-53-2134 8：00-18：00 日 島田信用金庫 家山支店 普通 32190 村松澄江 ムラマツスミエ

90 ㈲身成石油 小売業 川根 ガソリンスタンド 428-0103 島田市川根町身成3367-2 0547-53-2199 7：00-19：30 第３日 静岡銀行 家山支店 普通 167100 有限会社身成石油　代表取締役　山田洋文ユ）ミナリセキユ

91 泉屋 小売業 川根 豆腐・酒類 428-0104 島田市川根町家山936-8 0547-53-2110 7：00-20：30 なし 静岡銀行 家山支店 普通 42300 鈴木彦吉 スズキヒコキチ

92 ㈱植田商店 小売業 川根 酒類・米 428-0103 島田市川根町身成3086-2 0547-53-2154 8：00-20：00 火 島田信用金庫 家山支店 普通 13340 株式会社植田商店　代表取締役　植田充 カ）ウエダショウテン　ダイ）ウエダミツル

93 クロダ酒店 小売業 金谷 酒・食料品 428-0008 島田市竹下486-3 0547-46-3062 8：00-19：00 なし 島田信用金庫 五和支店 当座 1246 クロダ酒店　黒田康夫 クロダヤスオ

94 中屋酒店 サービス業 金谷 酒類・居酒屋 428-0005 島田市横岡新田228 0547-45-3208 8：00-21：00 第２月・第４月・火 島田信用金庫 五和支店 普通 31054 片岡誠 カタオカマコト

95 ゆうは サービス業 初倉 エステティック 427-0111 島田市阪本1504-32 0547-38-5038 9：30-18：00 日 ースシェイビング）、アンチエイジングフェイシャルトリートメント、マッサージ、ボディリンパマッサージ、まつげの職人技、脱毛・顔ヨガのエステティックサ島田信用金庫 初倉支店 普通 307976 田島めぐみ タジマメグミ

96 旬菜居酒屋　ゆるかもサービス業 金谷 酒・食事 428-0026 島田市金谷本町2015-1 0547-46-2037
11：30-14：00
17：00-23：00

日・第３月 大井川農協 金谷支店 普通 4197 佐藤栄子 サトウエイコ

97 ㈱河村組 建設業 初倉
土砂・砕石・コンクリート工事・解体工事

基礎工事・ブロック積・石積工事
427-0111 島田市阪本2467 0547-38-0206 8：00-17：00 土・日 家まわりの工事は何でも相談下さい 島田信用金庫 初倉支店 普通 179426 株式会社河村組　代表取締役　河村榮 カ）カワムラグミ　ダイヒョウトリシマリヤク　カワムラサカエ

98 小山薬店 小売業 川根 医薬品・雑貨 428-0104 島田市川根町家山697-5 0547-53-2192 8：00-19：30 不定休 お陰様で105年 島田信用金庫 家山支店 普通 19976 小山千代子 コヤマチヨコ

99 魚藤商店 小売業 川根 食品 428-0106 島田市川根町抜里188-2 0547-53-2169 9：00-18：30 日
手造り落花煮大人気。新鮮な刺身、オードブル、

お寿司、お弁当大人気。
静岡銀行 家山支店 普通 227250 又平彰 マタヒラアキラ

100 ㈲板倉自動車 サービス業 初倉 自動車販売・整備・用品・部品販売 427-0111 島田市阪本306-2 0547-38-0165
平日8：30-19：00
土日9：00-17：00

無し 島田信用金庫 初倉支店 普通 105406 ㈲板倉自動車 ユ）イタクラジドウシャ

101 大村屋酒店 小売業 金谷 酒類 428-0026 島田市金谷本町1958 0547-45-2305 8：00-18：45 日（半休） 静岡銀行 金谷支店 普通 176387 松永嘉郎 マツナガヨシロウ

102 お食事処　たばこ屋 サービス業 川根 食事 428-0104 島田市川根町家山660-2 0547-53-2103
11：00-14：00

17：00-20：00（要予約）
月 粗品のプレゼント 静岡銀行 家山支店 当座 3564 有限会社モロタ ユ）モロタ

103 大川屋 小売業 川根 サンダル・シューズ・グラウンドゴルフ用具 428-0104 島田市川根町家山662-2 0547-53-2106 8：00-19：00 無し 島田信用金庫 家山支店 普通 14290 三浦勝治 ミウラカツジ

104 川根ガス㈱ 小売業 川根 灯油・ガス器具・ガス暖房器具 428-0104 島田市川根町家山662-10 0547-53-3191 8：00-18：00 正月３日間・8月13～15日 おらが町のガス屋です。”即参上””アフターフォロー万全” 静岡銀行 家山支店 当座 269 川根ガス㈱　ダイヒョウ　平口美矢子 カワネガス（カ　ダイヒョウ　ヒラグチミヤコ

105 サチ美容室 サービス業 川根 美容室 428-0104 島田市川根町家山434-1 0547-53-2194 8：00-17：00 月・第２火・第３日 静岡銀行 家山支店 普通 39510 鈴木幸子 スズキサチコ

106 ㈱三浦製菓 小売業 川根 和洋菓子 428-0104 島田市川根町家山717-5 0547-53-2073 8：30-17：30 水 島田信用金庫 家山支店 普通 12270 ㈱三浦製菓 カ）ミウラセイカ

107 島津薬店 小売業 川根 医薬品　化粧品　医療具　家庭百薬 428-0104 島田市川根町家山436-2 0547-53-2109 8：00～18：30 日 薬と資生堂化粧品、家庭百薬の島津 サービス店会ポイント２倍（日によっては３倍の日もあり）。年末特島田信用金庫 家山支店 普通 1805 島津武芳 シマヅタケヨシ

108 野島米店 小売業 川根 米・餅　他 428-0104 島田市川根町家山715-1 0547-53-2026 8：00-19：00 なし 島田信用金庫 家山支店 普通 28495 野島幸一 ノジマコウイチ

109 ㈲植野ストアー 小売業 金谷 青果・食品 428-0026 島田市金谷本町1943-1 0547-46-2165 9：00-19：00 日 大井川農協 金谷支店 当座 105409 有限会社植野ストアー ユ）ウエノストアー

110 神谷魚店 小売業 金谷 魚・惣菜 428-0027 島田市金谷上十五軒1982 0547-45-3591 9：00-18：30 日 島田信用金庫 金谷支店 普通 320281 神谷昇一 カミヤショウイチ

111 千石 サービス業 初倉 食事 427-101 島田市大柳190-7 0547-38-3877
17：00-

（昼予約制）
月 島田信用金庫 初倉支店 普通 259438 山崎　功 ヤマザキイサオ

81  ㈱寿園（村の市）㈱寿園（寿園ＣＡＦＥ）



112 クリーニングたきの サービス業 川根 クリーニング 428-0104 島田市川根町家山666-5 0547-53-2378 7：30～19：00 日 静岡銀行 家山支店 普通 1245 瀧野一三 タキノカズミ

113 東海苑 サービス業 初倉 焼肉 428-0111 島田市阪本43-1 0547-38-1416 17：00～22：00 水 静岡銀行 丸子支店 普通 382500 匂坂達哉 サギサカタツヤ

114 ㈱ナカヤ 小売業 川根 ガソリンスタンド 428-0101 島田市川根町笹間渡307 0547-53-2414 第2.4.5日曜日 島田信用金庫 家山支店 普通 8036 株式会社ナカヤ カ）ナカヤ

115 若味商店 小売業 金谷 青果 428-0018 島田市金谷根岸町135-1 0547-46-2030 8：00～19：00 日曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 316501 若味守男 ワカミモリオ

116 ヘアーサロン松本 サービス業 初倉 理容 427-0111 島田市阪本1282-3 0547-38-1298 8：00～19：00 月・第2,3火曜日 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 347716 松本功 マツモトイサオ

117 森山商店 小売業 金谷 酒類販売 428-0014 島田市金谷泉町1832-7 0547-45-2787 8：30～19：00 日曜日 島田信用金庫 金谷支店 普通 310694 森山商店　森山　尚 モリヤマショウテン　モリヤマ　ヒサシ

118 hair and spa recreo サービス業 金谷 美容院 428-0014 島田市金谷泉町1200-2 0547-46-4470
火水金　9：00～20：00

木　13：00～22：00
土日　8：00～19：00

月・第2火曜日・第3日曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 401552 山田浩光 ヤマダ　ヒロミツ

119 Webマーケティング悠理サービス業 金谷 ホームページ作成 428-0014
島田市金谷泉町3128

ラフォーレM　A201
0547-39-6690 9：00～19：00 日曜日・祝日 島田掛川信用金庫 菊川南支店普通 117302 岩井有里 イワイユリ

120 花／華　Ｈａｎａ サービス業 島田 中華料理 427-0007島田市野田1633-1　２Ｆばらの館 0547-37-0550
11：00～20：00

※月曜日ディナー営業
は予約のみとなります

火曜日
中央公園・ばら公園の横、リーズナブルな価格で満腹満足な中華料が売り！

お子様からご年配者までお気軽に楽しめるお店になっております。
新型コロナ対策にも積極的に取り組んでおります。

島田信用金庫 本店営業部普通 1000719 丸澤卓也 マルサワ　タクヤ

121 ㈲落合製材所 製造業 金谷 積木・木札 428-0013 島田市金谷東一丁目1294 0547-46-2518 8：00～17：00 土・日・祝日 静岡銀行 金谷支店 当座 2336 ㈲落合製材所 （ユ）オチアイセイザイジョ

122 ㈲こいずみ 小売業 金谷 寝具・インテリア用品全般販売 428-0025 島田市金谷田町2066 0547-46-2364 9：00～19：00 水曜日 静岡銀行 金谷支店 当座 300615 ㈲こいずみ （ユ）コイズミ

123 四季折々 サービス業 川根 飲食店 428-0104 島田市川根町家山323-6 090-6364-5433 17：00～24：00 月・火 静岡銀行 家山支店 普通 239887 松島未来 マツシマ　ミク

124 美容室ル・リーブ サービス業 島田 美容室 427-0038 島田市稲荷2丁目7-2 0547-34-3911 9：00～18：00 月・第二・第三日曜日 島田掛川信用金庫 向谷支店 普通 310581 太田暢子 オオタノブコ

125 八木米店 小売業 川根 米販売 428-0104 島田市川根町家山1030-11 0547-53-2721 8：00～18：00 日曜日 静岡銀行 家山支店 普通 236457 八木文江 ヤギフミエ

126 ㈱オーイシ 小売業 金谷 文房具・事務機器・什器 428-0043 島田市金谷中町2091 0547-46-1165 8：30～17：30 土曜日午後・日・祝 静岡銀行 金谷支店 普通 27861 ㈱オーイシ　代表取締役　大石聡 カ）オーイシ　ダイヒョウトリシマリヤク　オオイシサトシ

127 ミニストップ金谷町店 小売業 金谷 コンビニエンスストア 428-0007 島田市島866-1 0547-45-0001 24時間営業 年中無休 静岡銀行 金谷支店 普通 386661 ミニストップ金谷町店 代表　大石進吾 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟｶﾅﾔﾁｮｳﾃﾝ ﾀﾞｲﾋｮｳ ｵｵｲｼｼﾝｺﾞ

128 ミムラ商店 小売業 川根 文具、履物、雑誌 428-0104 島田市川根町家山696-1 0547-53-2102 14：00～18：30 土曜日 島田掛川信用金庫 家山支店 普通 17469 三村邦之 ミムラクニユキ

129 たいやきや サービス業 川根 たいやき 428-0104 島田市川根町家山668-3 0547-53-2275 10：00～15：00 木曜日 静岡銀行 家山支店 普通 219921 南原 喜一 ミナミハラ ｷｲﾁ

130 マルイエ醤油川根本家 小売業 川根 味噌、醤油、糀製品製造販売 428-0104 島田市川根町家山796 0547-53-2212 10：00～18：00 水曜日
創業明治43年の味噌・醤油の醸造元です。

味噌用、甘酒用の麹販売も承ります。
静岡銀行 家山支店 普通 238157 村松 岳 ムラマツ ガク

131 ㈲ﾗﾌﾞﾘｰﾎｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝ サービス業 川根 乗馬 428-0104 島田市川根町家山1229-2 0547-53-4079 9：00～17：00 不定休 静岡銀行 家山支店 普通 170967 ㈲ラブリーホスガーデン (ﾕ)ラブリーホースガーデン

132 杉村写真館 サービス業 川根 写真 428-0104 島田市川根町家山711-3 0547-53-2127 8：00～19：00 なし 静岡銀行 家山支店 普通 101968 杉村　修身 スギムラ オサミ

133 ㈲大和ガス商会 サービス業 川根 ガソリンスタンド 428-0104 島田市川根町家山412-1 0547-53-3150 7：00～18：30 日曜日 静岡銀行 家山支店 当座 1933 ㈲大和ガス商会 (ﾕ)ﾔﾏﾄｶﾞｽｼｮｳｶｲ

134 ㈱水野アルミ 建設業 初倉 アルミサッシ、各種リフォーム工事 427-0103 島田市中河244 0547-38-1710 8：00～17：15 日曜日、祭日、第1・３土曜日 アルミサッシのことならなんでも迅速に対応致します。 清水銀行 初倉支店 当座 8000056 ㈱水野アルミ (ｶ)ﾐｽﾞﾉｱﾙﾐ

135 はなくらふとん店 小売業 金谷 寝具類全般・カーテンなど 428-0013 島田市金谷東1丁目2969 0547-46-3300 9：00～18：00 日曜日
お客様の要望になるべくお答え出来るよう心掛けております。

お布団・カーテンなど何でもご相談ください。
島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 311072 秋山　勇造 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ

136 徳兵衛酒店 小売業 川根 酒 428-0104 島田市川根町家山685-1 0547-53-2016 8：00～18：00 不定休 静岡銀行 家山支店 普通 29081 鈴木　倢博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ

137 わきっちゃん　三代目 小売業 金谷 バーガー・おでん・ドリンク 428-0008 島田市竹下488-1 080-5117-4907 11：00～19：00 不定休 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 136477 大石麻起子 ｵｵｲｼ ﾏｷｺ

138 からだ工房　ハスタ サービス業 金谷 整体 428-0017 島田市金谷栄町3492-2 090-3422-3719 9：00～20：00 月曜日 島田掛川信用金庫 扇町支店 普通 54774 鈴木　直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ

139 旬菜酒房 tokotoko サービス業 島田 飲食 427-0029
島田市日之出町3-3
大洋ビル1階西側

0547-37-5667 17：30～23：00 日曜日・月二回月曜日
静岡らしい食材を中心とした居酒屋。刺身に定評あり。

日本酒も地酒にこだわり用意。宴会メニューも充実しております‼
ドリンク1杯無料 島田掛川信用金庫

島田本店
営業部

普通 932931 tokotoko 外山尚弘 ﾄｺﾄｺ　ﾄﾔﾏ　ﾅｵﾋﾛ

140 K/S WORKS その他 金谷 自動車修理・販売 428-0006 島田市牛尾1063-1 0547-39-7115 ９：００～18：00 不定休 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 134734 鈴木　和成 ｽｽﾞｷ　ｶｽﾞｼｹﾞ

141 虎太郎 サービス業 初倉 飲食業 427-0103 島田市中河855-4 0547-38-0998
18：00～23：00(日・火・水・

木)
18：00～0：00(金・土)

月曜日 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 355806 大石　重夫 ｵｵｲｼ ｼｹﾞｵ

142 ESコンピューティング サービス業 金谷 ホームページ・パソコン修理・結婚式向け動画427-0033 島田市相賀1376-1 0547-41-9652 11：00～18：00 不定休 よりも親切に」をモットーにみなさまのニーズに合わせた 適な提案をさせていただきます。 静岡銀行 島田東 普通 371399 森口　桂祐 モリグチ　ケイスケ

143お茶の清水園・萩下製茶 小売業 川根 川根茶 428-0105 島田市川根町葛籠1071 0547-53-3048 8：00～18：00 無休 川根町石風呂地区にて、自園自製のおいしい川根茶をお届けしています。 静岡銀行 家山支店 普通 215689 萩下　利雄 ﾊｷﾞｼﾀ　ﾄｼｵ

144 そば処　ゆくら サービス業 金谷 飲食 428-0034 島田市金谷富士見町1700-38 0547-45-4951
（平日）11：00～14：30

・17：30～21：00
（休日）11：00～21：00

水曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 391071 (株)Ｋ　ＯＮＥ カ）ケイワン

145 喫茶カンサー サービス業 金谷 喫茶店 428-0034 島田市金谷富士見町1681-76 0547-46-1733 10：00～21：00
月曜日

（祝日の場合は翌日火曜日）
島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 129984 渡邉秀夫 ワタナベヒデオ

146 喫茶ん サービス業 金谷 喫茶店 428-0011 島田市番生寺726-8 0547-46-1913

10：00～19：00
金曜：10：00～14：30・

17：30～23：00
土曜：10：00～23：00

月曜日・第三日曜日 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 13013 大畑京子 オオハタキョウコ

147 スナック憩 サービス業 金谷 ランチ・スナック 428-0025 島田市金谷田町2162-1 0547-46-1762
11：00～14：00
19：00～24：00

水曜日 島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 313472 加藤美知子 カトウミチコ

148 多賀弥 サービス業 金谷 うなぎ 428-0034 島田市金谷富士見町1703-1-3 0547-45-4850
11：30-～14：00
17：00～19：30

月曜日
（祝日の場合は翌日火曜日）

島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 223638 仲木弘一 ナカギコウイチ

149 とろろ屋ととろ サービス業 金谷 自然薯・ととろ汁料理 428-0034 島田市金谷富士見町3172 0547-32-9637
11：00～15：00
17：00～22：00

木曜日・水曜はランチ営業のみ 自然薯農家の濃厚とろろ汁・創作料理 島田掛川信用金庫 榛原支店 普通 430784 株式会社イージービー カブシキガイシャイージービー

150 いしだ食堂 サービス業 金谷 飲食 428-0026 島田市金谷本町1947-1 0547-46-2321
11：00～14：00
17：00～19：00

火曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 443369 いしだ食堂　石田由美子 ｲｼﾀﾞｼｮｸﾄﾞｳ　ｲｼﾀﾞﾕﾐｺ

151 お食事割烹　やまざと サービス業 金谷 飲食 428-0017 島田市金谷栄町3476-1 0547-46-2430
11：00～14：00
17：00～22：00

月曜日・第三火曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 104867 鈴木信二 スズキシンジ

152 ケーキショップ　ポーズサービス業 金谷 飲食・ケーキ販売 428-0012 島田市金谷代官町325-115 0547-46-1050 11：00～18：00 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日 スルガ銀行 金谷支店 普通 861607 岡村洋 オカムラヒロシ

153 ラーメンいっこう サービス業 島田 ラーメン（横浜家系）　ごはん　ぎょうざ 427-0053 島田市御仮屋8855-2 090-4867-4097

平日　11：30～13：50
17：30～22：00

日祝　11：30～13：50
17：30～20：00

月曜日（月曜が祝日の場合は営業） 区では珍しい横浜家系ラーメンを提供しています。豚骨ベースですがあっさりしたスープが定評です。 島田掛川信用金庫 川根 普通 148563 中野祐一 ナカノユウイチ

154 ルイジアナママ金谷店サービス業 金谷 スパゲティ・ケーキ・サラダバー 428-0034 島田市金谷富士見町1681-88 0547-46-2263
11：00～21：30

（ラストオーダー21：
00）

月に１回不定休 ラン。南ヨーロッパの片田舎を思い浮かべる店内。やさしく、心温まるスタッフと素敵な料理。ごゆっくり我が家でおくつろぎください。 大井川農協 金谷支店 普通 65990 有限会社沙留漫　杉本雄一 ユウゲンガイシャシャルマン　スギモトユウイチ

155 L.cat 小売業 島田 コーヒー・スパイスカレー・パウンドケーキ 427-0029
島田市日之出町5-1

島田駅北口　サンカク公園内
050-3503-5011 10：00～19：00 月曜日・木曜日 キーマカレー。スパイスには抗酸化作用もあります！スパイスカレーで多くのファンを持つ 大盛無料（ごはんの大盛が無料です） 静岡銀行 島田支店 普通 828615 L.cat　紅林奈保美 エルキャット　クレバヤシナオミ

156 オオイ サービス業 金谷 飲食 428-0013 島田市金谷東一丁目2969-74 0547-45-2462
10：00～15：00
17：00～23：00

火曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 42288 斉藤敏雄 サイトウトシオ

157 和重 小売業 金谷 飲食業 428-0013 島田市金谷東2-5-1 0547-45-2655
鮮魚9：00～18：00
飲食11：30～14：00

月曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 129902 酒井昌孝 サカイマサタカ



158 luxury salon SATINE サービス業 金谷 ステ　リラクゼーション　体質改善　化粧品販売428-0013 島田市金谷東2丁目16-4 0547-54-5857 10：00～17：00 日曜日・不定休 ろん、未病ケア・予防医学を主とした細胞レベルで身体の機能を正常化へ導くパーソナルエステサロンです 静岡銀行 金谷支店 普通 437387 SATINE　新間祐実 サティーン　シンマユミ

159 秋山理容店 サービス業 金谷 理容 428-0043 島田市金谷中町2099 0547-45-3444 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 92664 秋山育男 アキヤマイクオ

160 ヘアーサロン・アキヤマサービス業 金谷 理容 428-0026 島田市金谷本町2031 0547-45-3589 8：00～19：00 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 111068 秋山洋二 アキヤマヨウジ

161 Agg サービス業 初倉 エステティック　整体　マシンピラティス 421-0301 榛原郡吉田町住吉4240-1 090-8307-6076
平日10：00～16：00
土日10：00～18：00

不定休 意しております。ボディトリートメント、整体、きつくない効果的なトレーニング、ホームケアナルヒマラヤンアロマバスソルトプレゼント(ご予約の際お伝えくだゆうちょ 二三八支店普通 4064784 秋野佐和子 アキノサワコ

162 オザワ美容室 サービス業 金谷 美容 428-0008 島田市竹下366-3 0547-45-2217 8：30～17：30 毎週月曜日　第３日曜日 チケット利用者は店販売10％サービス 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 15768 小澤秀子 オザワヒデコ

163 アイ美容室 サービス業 金谷 パーマ　ヘアダイ　カット　シャンプー他 428-0016 島田市金谷宮崎町367-1 0547-46-2604 8：00～17：00 毎週月曜日　第３日曜日 島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 307334 孕石本枝 ハラミイシモトエ

164 サロンド・MON サービス業 金谷 美容 428-0012 島田市金谷代官町3365 0547-46-1900 8：30～18：00 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 ・オゾンによるコロナウイルスの不活性空気清浄機、独自のお客様用マスクなど感染防使える「スカルプケア」チケットを差し上げます（薄毛、細毛、白髪島田掛川信用金庫 五和支店 普通 35289 落合洋子 オチアイヨウコ

165 渡邊理容所 サービス業 川根 理容 428-0104 島田市川根町家山690-1 0547-53-2094 8：00～18：30 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 大井川農協 川根支店 普通 41339 渡辺彰子 ワタナベショウコ

166 コスメティック　ルミネ 小売業 初倉 化粧品　雑貨　衣類 427-0111 島田市阪本1389-1 0547-38-0137 10：00～19：30 月曜日 資生堂クレ・ド・ポーホーテ取り扱い店です。かわいい小物雑貨も人気です 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 300762 池田晴美 イケダハルミ

167 カットサロンやまだ サービス業 金谷 理容 428-0014 島田市金谷泉町1198-1 0547-45-3634 8：00～19：00 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 フェイスシェービング+マッサージ 静岡銀行 金谷支店 普通 147408 山田寿男 ヤマダトシオ

168 理容ムラカミ サービス業 川根 理容 428-0104 島田市川根町家山662-21 0547-53-2167 8：00～19：00 毎週月曜日　第２火曜日・第３日曜日 静岡銀行 家山支店 普通 58111 村上直隆 ムラカミナオタカ

169 みなり整骨院 その他 川根 マッサージ　トレーニングなど自費施術 428-0103 島田市川根町身成3462-1 0547-53-2444
8：30～11：00
14：00～18：00

木曜日　日曜日　祝日 日本代表選手、ラグビーW杯某国代表ケアの経験を活かし、体のメンテナンスをさせてい発汗や冷え性、腹筋運動に効果的な「岩盤エクササイズ」を3900島田掛川信用金庫 家山支店 普通 120742 株式会社ENTAMEDICAL　代表取締役　杉カ）エンタメディカル

170 Anppy サービス業 川根 ト、カラー、パーマ、ヘッドスパ、シャンプー、ブ 428-0103 島田市川根町身成4535 0547-53-2339 9：00-17：00 月曜日・第２火曜日・日曜日 問わず気軽にご利用頂けます。１対１の施術になりますので、ゆったりとした時間をお過ごし頂けます。 島田掛川信用金庫 家山支店 普通 120085 榎田敦子 エノキダアツコ

171 理容タタラ サービス業 初倉 理容業 427-0111 島田市阪本1395-1 0547-38-0169 8：00-18：30 月曜日・第2、３火曜日 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 77879 多々良紳也 タタラシンヤ

172 BOLTON サービス業 初倉 理容業 427-0111 島田市阪本322-10 0547-38-0546
平日8：00～18：30

土日祝8：00～18：00
月曜日・第２火曜日・第３日曜日 剤、メニューをとりそろえております。特にヒゲ脱毛は大人気オススメのメニューとなって ヒゲ脱毛　初回に限り５０％OFF（8,000円⇒4,000円に！） 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 322702 池谷祥之 イケヤヨシユキ

173 nico hair サービス業 金谷 理美容 428-0013 島田市金谷東一丁目960-4 080-2667-0473 8：00～19：00 不定休 チケット利用者はヘッドスパサービス 島田掛川信用金庫 金谷扇町支普通 84684 小柳桂治 コヤナギケイジ

174 ange hair サービス業 島田 美容室 427-0046 島田市若松町2604-8 0547-34-3350
火金土　9：00～21：00
木日祝　9：00～20：00

水　9：00～19：00
月曜日・第１火曜日・第３日曜日

マツエク　エステ　着付け　メイク
すべての美容で大人のおしゃれをプレゼント！無料託児あります

新規の方　20％オフ 島田掛川信用金庫 向谷支店 普通 301477 鈴木千世子 スズキチセコ

175 タズコ美容室 サービス業 川根 美容室 428-0104 島田市川根町家山579-47 0547-53-3653 9：00～18：00 月曜日・第２火曜日・第３日曜日 大井川農協 川根支店 普通 37712 塩浦たず子 シオウラタズコ

176 アー アンド フェイス メイサービス業 金谷 理美容 428-0014 島田市金谷泉町14-1 0547-46-2776 9：00～18：00 月曜日・第２火曜日・第３日曜日 島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 273937 山内朗昭 ヤマウチトモアキ

177 食彩酒房とりひち サービス業 金谷 飲食店 428-0008 島田市竹下409-1 090-3931-0608 17：00～23：00 火曜日 静岡銀行 金谷支店 普通 395153 鈴木利紀 スズキトシキ

178 磯藤 サービス業 島田 居酒屋 427-0025 島田市大井町2-4 0547-35-0225

テイクアウト　11：00～
12：30

17：00～22：00
（Lo 21:30）

水曜日 島田掛川信用金庫
島田本店
営業部

普通 255879 藤田大助 フジタダイスケ

179 サロン・ド・ルミエール サービス業 初倉 美容室 427-0111 島田市阪本1306-14 0547-38-5228 9：00～18：00 月曜日・第１火曜日・第3日曜日～火曜日 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 233889 萩原美栄子 ハギハラミエコ

180 HAIR campanula サービス業 島田 美容室 427-0016 島田市宝来町3-28 0547-54-4295 9：00～17：00 月曜日・第１、３、５日曜日
「老けたくない」大人女性のための１対１美容室です。

５年後、１０年後も安心安全な白髪染めにこだわっています。
静岡銀行 初倉支店 普通 232804 HAIR campanula 赤堀知佐 ヘアーカンパニュラ　アカホリチサ

181 富士屋食堂 サービス業 金谷 和食・中華・弁当・法事等 428-0018 島田市金谷根岸町52-11 0547-45-3213
10：00～14：00
17：00～20：00

火曜日
水曜日・木曜日は夜が休み

1960年創業。全力で「食堂らしい食堂」であることを目指しています。 島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 307295 横山丹 ヨコヤマアキラ

182 乾モーター(株) サービス業 金谷 自動車販売・修理 428-0039 島田市金谷猪土居3619 0547-45-2611 8：30～19：00 なし 静岡銀行 金谷支店 当座 302064 乾モーター(株) イヌイモーター（カ

183 nail café CHATIE サービス業 島田 アイラッシュ　ネイル 427-0019 島田市道悦1丁目10-2-1 0547-32-9889 10：00～20：00 水曜日 たりとしたお時間を過ごしていただけるように心がけております。”なりたい自分”をぜひCHATIEで叶えてみませんか？ 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 107628 孕石鮎美 ハラミイシアユミ

184 Fuwari サービス業 金谷 カイロプラクティック 428-0039 島田市金谷猪土居3761 090-7616-9668 9：30～17：00 不定休 島田掛川信用金庫 島田本店 普通 1012471 中村佳菜恵 ナカムラカナエ

185 つむぎCAFE サービス業 島田 喫茶店 427-0057 島田市本通3-6-1-2Ｆ 0547-33-1550 10：00～15：00 日曜日
ココロとカラダに優しい食事を届けたい。自然農法米を中心に、こだわりの調味料でラ

ンチを提供しています。
静岡中央 島田支店 普通 996098 つむぎＣＡＦＥ　店長　杉本真美 ツムギカフェ　テンチョウ　スギモトマミ

186 恋衣洋裁倶楽部 小売業 金谷
てぬぐい、てぬぐいシャツの販売・受注生

産
洋裁教室（プライベートレッスン）

428-0007 島田市島523-1 090-9821-3114 9：00～17：00 水曜日・日曜日・祝日
てぬぐいシャツやワンピースのオーダー承ります♪

お問い合わせはメールにてお願いします。info@koigoromo.net
スルガ銀行 金谷支店 普通 2772230 渡邉美和 ワタナベミワ

187 （有）村田石材工業 小売業 金谷 石材加工品 427-0047 島田市中溝町1680-2 0547-37-5806 8：30～17：00 不定休（電話応対随時/工場：日、祭日） 石の事なら何でもお任せ下さい！！ 時々、石釜ピザ作ります。 静岡銀行 金谷支店 普通 176230 （有）村田石材工業 ﾕ)ﾑﾗﾀｾｷｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳ

188 割烹　おせん サービス業 金谷 割烹料理 428-0043 島田市金谷中町2193-2 0547-46-3071

11：30～16：30（要予
約）

17：00～23：00
（L O21：55）

月曜日（月に一度、月・火） める豊富なメニューをリーズナブルに提供しております。ご家族様やお友達との食事からお食い初め、還暦などのお祝い事、法事事等、幅広くご利用く島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 76791 有限会社おせん　代表取締役　森田嘉晴

189 婦人服かわの 小売業 島田 衣料品　バック　ネックレス　くつ 427-0039 島田市向谷1丁目842-1 0547-34-3850 10：00～18：00
無休

（お盆・お正月は休みあり）
静岡銀行 家山支店 当座 4647 有限会社カワノ ユウゲンガイシャ　カワノ

190 カフェ　ユノートル サービス業 金谷 ドリンク　ご飯　軽食 428-0009 島田市大代781　U2KANAYA 050-6872-6029
11：00～16：00
（木・金・土・日）

月～水
茶工場をリノベーションしたアンティークカフェ。

ランチやスペシャリティコーヒー、グルテンフリーのケーキなどをご用意。
U2KANAYA内に雑貨ギフトショップ「アンライフbyユノートル」を併設。

テイクアウトメニューあり 静岡銀行 駅南支店 普通 903330 孕石早智子 ハラミイシサチコ

191 こそくりや 建設業 初倉 家屋修繕　リフォーム全般 427-0112 島田市月坂2-10-4
0547-38-7939
090-5115-7909

8：00～17：00 日曜日
おうち廻りのお困りごと、なんでも相談窓口
まちの小さな工務店　便利職人「こそくりや」

島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 375585 福田剛士 フクダタケシ

192エステティックサロンいしだ小売業 初倉 化粧品　お肌のお手入れ 427-0036 島田市阪本1445-16 0547-38-3167 10：00～17：00 日曜日～木曜日 お肌に合った化粧品をお選びし肌の悩みについてアドバイスします 島田掛川信用金庫 向谷支店 普通 149616 有限会社コスコーポレーション　代表取締役
ユウゲンガイシャ　コスコーポレーション　ダイヒョ
ウトリシマリヤク　イシダミヨコ

193花と香りの店　カモマイル小売業 金谷
花束　アレンジ　開店葬儀スタンド花　ブラ
イダルブーケ　プリザーブドフラワー　ジャ

ンボフラワー　ペットのお供　園芸
428-0017 島田市金谷栄町3456-1 0547-45-3752 9：30～18：00

お花のことは何でもお任せください
お花のある暮らしのご提案、お手伝いをさせていただきます

お花のサブスクリプション（定期定額）サービスがとてもお
得！2000円で1か月に3回まで。1回1000円分のお好きなお

花をご購入いただけます
島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 254100 鈴木依子 スズキヨリコ

194 KEIKO４９ サービス業 川根 こうじ水販売・ゼロトレ・ISD個性診断 428-0104 島田市川根町家山796 090-6588-8437 8：00～19：00 水 静岡銀行 島田支店 普通 836477 村松桂子 ﾑﾗﾏ　ﾂｹｲｺ

195 QA片岡 その他 金谷 水回り機器・設備の修理（訪問修理） 428-0009 島田市大代1644 090-6358-3580 8：00～18：00（要相談） 不定休
水回り機器、設備の修理屋です。

大手メーカーでのメンテナンスにおけるサービスを皆様へお届けします。
お気軽にお問い合わせ下さい。

静岡銀行 金谷支店 普通 466564 QA片岡　片岡　卓也 キューエーカタオカ　カタオカ　タクヤ

196 Bouldering　たきび サービス業 島田 ボルダリング施設 427-0056 島田市大津通14番の6 0547-77-2182

月・木・金　14:00～
22:00

第1・3・5　水　18:00～
22:00

火曜日　第2・4水曜日
小さい施設ならではのアットホームな空間で
本格的なボルダリングをお楽しみ頂けます

ゆうちょ銀行 二三八 普通 4180975 内記一則 ナイキ　カズノリ

197 魚喜代 サービス業 島田 仕出し料理　お弁当　寿司　他 427-0023 島田市身成48-3 0547-39-0585
12:00～14:00
18:00～21:00

不定休 大井川農協 島田北支店普通 6012191 鈴木峰男 スズキ　ヤスオ

198 磯舟（いそふね） サービス業 島田 飲食業 427-0028 島田市栄町1-15 （0547）35-2939 17:30～24:00 月曜日・第３日曜日 テイクアウト　個室もあります お茶割り一杯サービス 島田掛川信用金庫 島田本店営普通 960336 森賢太郎 モリ　ケンタロウ

199 更科 サービス業 初倉 そば屋 427-0111 島田市阪本956-1 大井川農協 初倉支店 普通 7486 柴田弘明 シバタヒロアキ

200 アーム理容所 サービス業 川根 428-0106 島田市川根町抜里832-1-2 0547-53-2848 9：00～18：00 月曜日・第２火曜日・第３日曜日 大井川農協 川根南支店普通 37088 小玉道江 コダマミチエ

201 Lulu サービス業 島田 美容院・リンパトリートメント 427-0041 静岡県島田市中河町３９３−１ 090-6578-5811 9：00～19：00 月曜日・第2火曜日 静岡銀行 島田支店 普通 842573 橋本奈津子 ハシモト　ナツコ

202 諸田電気商会 建設業 川根 店舗/工場/一般住宅　設計・施工 428-0104 島田市川根町家山64-2 0547-53-3813 8：00～17：00 日曜日・祝日
家庭や施設（店舗・工場棟）における電気設備のことは当店にお任せください。

空設設備も是非ご相談を！
大井川農協 川根南支店普通 8028 諸田電気　諸田好雄 モロタデンキ　モロタヨシオ

203 ストアー魚八 小売業 金谷 生鮮食品・惣菜・寿司・仕出し料理 428-0008 島田市竹下347-2 0547-46-3408 10：00～18：00 月曜日 美味しい・安心安全な生鮮品とお惣菜・お寿司をご提供させて頂いております。 島田掛川信用金庫 五和支店 当座 746 魚八　立石利雄 ウオハチ　タテイシトシオ



204 よし善 サービス業 金谷 428-0014 島田市金谷町泉町1806-4 0547-46-1869 11：00～13：00 火曜日から金曜日まで 大井川農協 金谷支店 普通 41384 小澤英一 オザワエイイチ

205 沢井米穀店 小売業 金谷 お米 428-0028 島田市金谷下十五軒2116 0547-46-2251 8：00～19：00 なし 産地直送米取扱店 島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 270393 沢井久 サワイ　ヒサシ

206 てっぱん＆café　くいしんぼサービス業 島田 飲食店 427-0029 島田市日之出町6-1 0547-39-3137
11：30～13：30
18：00～22：00

火曜日 島田掛川信用金庫 七丁目支店普通 447207 渡邉由香 ワタナベ　ユカ

207 小料理かとう サービス業 金谷 飲食店 428-0013 島田市金谷東2丁目1140-16 0547-45-2459 17：00～23：00 火曜日・水曜日 スルガ銀行 金谷支店 普通 518972 加藤訓宏 カトウ　クニヒロ

208 ㈲藤原建築 建設業 金谷 新築　増改築　リフォーム　不動産　水廻りリフォーム 428-0007 島田市島509-5 0547-45-4745 8：00～17：00 日曜日
「真心こめて　夢創りをお手伝い　末永く　お付き合い」

皆様が笑顔で過ごせるよう「お家の安心」をお手伝いさせていただきます。
 「あなただけのオリジナルの家」夢を現実に！お困りごと、相談してください 島田掛川信用金庫 五和支店 普通 39640 有限会社藤原建築　代表取締役　藤原達郎 ユウゲンガイシャフジワラケンチクダイヒョウトリシマリヤクフジワラタツロウ

209 ㈱トリエ 建設業 初倉 住宅リフォーム全般 427-0103 島田市中河753-3 0547-38-2123 8：00～17：00 日曜日
水廻り、壁紙、床、屋根、外壁なんでもご相談ください。迅速・丁寧な対応でお客様の

ライフスタイルに寄り添ったリフォームをご提案いたします。
静岡銀行 島田東支店 普通 331715 株式会社トリエ　代表取締役　井上敬昭 カブシキガイシャトリエダイヒョウトリシマリヤクイノウエトシアキ

210 ㈲西村製畳店 建設業 島田 畳替え　襖　障子　網戸 427-0023 島田市大川町3-3 0547-35-2589 8：00～18：00 日曜日 静岡銀行 島田支店 普通 303925 有限会社　西村製畳店 ユ）ニシムラセイジョウテン

211 ㈲美里住建 建設業 初倉 一般住宅の新築・リフォーム 427-0101 島田市大柳828-21 0547-38-0817 8：00～19：00 日曜日
従来木造住宅専門の工務店です。新築・リフォーム・リノベーション・古民家再生・耐

震補強工事・介護リフォームなどのご要望にお応えします。
島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 181897 有限会社美里住建 ユ）ミサトジュウケン

212 ㈱増田工業 建設業 金谷 建設物の外装工事全般 428-0006 島田市牛尾643-4 0547-54-4380 8：00～17：00 日曜日
27年の現場経験から特に雨漏り修繕工事を得意としています。

地域密着で行っているために、問合せがあれば迅速な対応が可能です。
静岡銀行 金谷支店 普通 374205 株式会社増田工業　代表取締役　増田康信カ）マスダコウギョウダイヒョウトリシマリヤクマスダヤスノブ

213 大井建設㈱ 建設業 川根 リフォーム　住宅設備　水道工事　外構・エクス428-0104 島田市川根町家山4153-4 0547-53-2013 8：00～17：30 土曜日　日曜日
一般的なリフォームはもちろん、健康や環境に優しい、低炭素リフォームもお任せくだ
さい。節水型トイレをはじめ、今注目のウルトラファインバブルを利用したリフォームで

家でもカラダもきれいになります。住宅・設備・外構、なんでもご相談ください。

10万円以上の工事にはスマホの電磁波対策グッズ（５千円
相当）をプレゼントします。また30万円以上の工事にはウルト
ラファインバブル（シャワーヘッド用または洗濯機用）をプレゼ

ントします （金額は全て税抜）

島田掛川信用金庫 家山支店 普通 34347 大井建設㈱ オオイケンセツ（カ

214 伊藤板金 建設業 川根 屋根・外壁・雨樋 428-0104 島田市川根町家山332-2 0547-53-2691 8：00～18：00 日曜日 屋根・外壁・雨樋の新設・交換はお任せ下さい。 静岡銀行 家山支店 普通 241823 伊藤板金　伊藤栄喜 イトウバンキン　イトウエイキ

215 福田モータース サービス業 金谷 427-0113 島田市湯日2742 0547-38-2781 8：30～17：00 日曜日　祭日
丁寧な修理・作業

新車から中古車を探して直して販売・オークションも行っています
清水銀行 初倉支店 当座 8000200 福田　豊 フクダ　ユタカ

216 ㈲イケウチ 建設業 島田 塗装・リフォーム 427-0012 島田市南原229 0547-35-3117
月～金　8：00～17：00

土　8：00～12：00
日曜日 外壁や屋根などで気になることがありましたらぜひご相談下さい。 「すしポン」プレゼント 島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 258016 有限会社　イケウチ ユ）イケウチ

217 ㈲アスカエンジニア 建設業 金谷
建設（エクステリア・解体・外構工事）

相談（空家・空地・耕作放棄地・土地境界）
428-0032 島田市金谷天王町1745-1 0547-46-5262 8：00～17：00 第2.4土曜日・祝祭日 身近な相談に法律の専門家が相談に乗ります 静岡銀行 金谷支店 普通 260153 有限会社　アスカエンジニア　代表取締役　ユウゲンガイシャ　アスカエンジニア　ダイヒョウトリシマリヤク　トヅカヤスユキ

218 ㈲フジタ板金 建設業 金谷 根・板金・リフォーム工事・太陽光発電接置工 428-0006 島田市牛尾888-1 0547-45-2794 7：30～17：30 日・第3土・祝

私たち有限会社フジタ板金は…
創業100年の実績と信頼の元にお客様に安心と喜びを提供し、日々技術を磨きそして

良き後継者を育てる様指導しております。
時代の移り変わりに応じた新製品の取り組みも怠らず 技術伝統を継承できる会社を

島田掛川信用金庫 金谷支店 普通 202150 ユ）フジタバンキン ユ）フジタバンキン

219 伊藤洋品店 小売業 金谷 衣料品　学生用品 428-0008 島田市竹下486-3 0547-45-39872 13：00～19：00 不定休 大井川農協 五和支店 普通 171155 伊藤　祐一 イトウ　ユウイチ

220 大塚畳店 製造業 初倉 畳製造・販売　襖・障子・綱戸の張替 427-0111 島田市阪本1455-1 0547-38-0087 8：00～19：00 日曜日
確かな技術（一級技能士）と 新の機械（コンピューター付）

朝出して夕方には納めます
島田掛川信用金庫 初倉支店 普通 231606 大塚　勝 オオツカ　マサル

221 片川工務店 建設業 島田 リフォーム・リノベーション・小規模改修・介護 427-0039 島田市向谷4-1014-2 0547-37-3118 9：00～18：00 水曜日
自然素材・天然木をふんだんに用いた住まいづくりをご提供。
手摺り一か所取付など、小さな大工工事でもお任せ下さい。

島田掛川信用金庫 向谷支店 普通 326372 片川　範之 カタカワ　ノリユキ
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