
笑勝 大沢1-17 52-6722 ボンヌール相良店 波津702-2 52-0579 しずなみよってけ市 静波1771-5 22-2710

旅の館　大沢 新庄11-1 58-1287 Bar coeur 大沢1-73 090-7918-7888 スーパー河原﨑 波津707 52-0391 マルイチ酒店 相良92 52-0024

磯の宿　田沼 相良263-74 52-4040 天保屋 菅ケ谷665-2 52-0187 魚才商店 波津753-2 52-0103 池田屋酒店 波津724 52-0030

民宿　文一 大江658-22-1 52-1543 創作西洋料理エツナ 松本426-2 54-0351 やおやの赤堀 波津742 52-0220 松下酒店 波津651-1 52-2026

民宿　もりまさ 片浜3380-378 52-1526 肉バルジャルディーノ 大沢1-17 52-5222 相良物産㈱茶業部 波津102 52-1500 ㈲マルキョー 菅ケ谷1786-4 87-2036

ふくろ茶や 東萩間972 27-2158 やま平鮮魚店 波津822 52-0159 桜井酒店 地頭方935-3 58-0126

魚吉 東萩間1942-28 27-2006 ㈱八木康 波津986 52-0345 原口酒店 新庄1034-1 58-0302

ペンション　リリカル 相良218-1 52-6888 ㈱うおとも 地頭方1581-50 58-0500 カネモ魚茂水産 波津992-1 52-0162 寺田酒店 新庄1230-4 58-0837

ペンション　むぎわらぼうし 相良263-3 52-0151 喜楽寿司 地頭方929-4 58-0811 名波勇作商店 波津1138-1 52-0379 戸塚酒店 静波2375-1 22-0345

ビジネスホテル　おじろ 須々木2698-31 52-3247 Ｐコック 地頭方252-6 58-0650 ㈲尾白弁当 須々木951-1 52-3234 ㈲酒市場木村屋 静波3240 22-0312

船元の宿　大漁苑 落居451-21 58-1811 大海老 地頭方1269-1 58-0649 澤田行平商店 須々木1241-1 52-0046 友鶴酒店 細江1912-2 22-0352

旅館　なかたに 相良237-15 52-0296 きよ寿司 新庄1217-6 58-1544 レインボー 片浜3383-49 52-3457 高柳酒店 勝間237 28-0040

せせらぎの宿　大とく屋 大江50-1 52-0055 神徳 新庄748-1 58-2313 アロエランド 片浜711-2 52-3355 ファミリーマート相良海岸店 波津1165-1 52-0338

HAZ Cottage 波津1223-6 090-4859-3256 カフェレストラン ジュー・ド・ポム 新庄558-1 58-1688 もろこし屋 せんちゃん 片浜589-2 22-0461 スーパーラック相良店 波津3-51 52-2988

カタショー・ワンラボ 片浜1216-1 080-7890-0388 四季彩　新 新庄2333-16 58-0617 赤堀園 菅ケ谷502 52-3172 ＫＯマートファンモール店 細江1334-1 22-6060

民宿　東海 静波1699-2-150 22-1293 よし村 静波370-16 22-1289 マルダイ海藻㈲ 菅ケ谷176-1 52-3888 ＫＯマート相良店 波津624-1 53-1515

オーシャンビュー　はまゆう 静波2228-48 22-1210 居酒屋つま恋 静波1707-7 22-5180 魚音 中西373-3 54-0010 マム相良店 大沢642-1 53-1133

ペンション　セイラーズ 静波2220-76 22-6511 かわもり 静波745-5 22-0058 マルサン萩間茶㈱ 大寄542-4 54-1550 新鮮市場ＪＯＹ 地頭方248-1 58-0847

旅館　はちぼし 静波3114-1 22-6688 ら～めんのはしもと 静波1767-9 22-6299 匂坂商店 東萩間441-1 54-0611 ㈱カネハチ榛原店 細江4475 22-2060

料理旅館　わかき家 静波329 22-0331 静波館 静波2004-1 22-1376 やまざき売店 地頭方1183-1 58-1285 スーパータカヤナギ牧之原店 布引原1127-1 27-2329

静波リゾートホテルスウィングビーチ 静波2228-43 22-1717 くじらのせなか 静波1714-4 22-5171 ㈲西原フルーツ 地頭方570-10 58-0745

Higher Graund Camping 静波2220-59 23-0888 I.D.kitchen 静波2220 2F 090-6071-5496 マルサ海藻　斉田商店 地頭方929-1 58-0116 大平薬局 波津3-28 52-0007

ペンション五番街 静波2263-26 24-0505 魚与(4丁目) 静波2733-1 22-1033 魚よし 堀野新田2122-1 58-0809 ウエルシア細江店 細江1342-1 22-7139

しずなみハウスみなみかぜ 静波2220-123 22-5839 桔梗屋 静波981-3 22-0560 カネヒロ水産 新庄1215 58-0415 ウエルシア榛原店 細江4561-1 22-7884

ファミリーロッジ旅籠屋静岡牧之原店 細江2151 22-8858 カフェレストランT＆T 静波2270-4 22-4774 坂下青果店 新庄1143 58-0407 ウエルシア菅ヶ谷店 菅ケ谷232-1 52-6070

パグラス 勝俣3354-1 23-4731 網笑 静波2219-180 22-5751 松下商店 新庄2310-4 58-0039 ウエルシア牧之原相良店 波津168-1 52-4884

CAMILA 静波2220-248 080-4536-9275 日本料理磯駒 静波2165-4 22-5687 ㈱小栗農園 新庄2124 58-0680 大阪屋薬局 静波301-2 22-0075

居酒屋　やまろく 相良61-1 52-0067 翠山荘 勝俣1958-1 22-0501 石田ミート 静波282-3 22-5020

㈲大栄館 相良333-2-4 52-0469 天然釣魚料理　伝吉山 静波2409-2 22-3707 鮮魚門奈 静波286 22-0322 矢部石油 大江602 52-0629

そばの寿亭 相良350 52-0241 手打ちそば　はしもと 細江2086-1 22-6862 山本米穀店 静波294 22-0374 ㈱相良燃料 相良192-6 52-1012

ハーク 相良252 52-1127 うな雄 細江550-2 22-0907 魚与（11丁目） 静波1242-14 22-0625 栗山石油店 相良49-1 52-0217

相良亭 相良229-10 52-0555 居酒屋金時 細江573-1 23-0112 弁当・惣菜のふるさと 静波1236-3 22-5156 三浦石油 波津160-10 52-0522

いかりや 相良349-1 52-5050 門 細江3210-6 22-5383 ㈲一成　鈴木米穀店 静波2666 22-0065 植田商会 須々木963-1 52-1066

うみねこ 相良255-7 52-5985 上越 勝俣1732-2 22-0151 河守精肉店 静波971-8 22-8829 サングリーンＳＳ 鬼女新田600-1 87-2346

よしみや 波津424-4 52-0194 コスモスコーヒー 静波2263-6 22-6685 ㈲山万茶業 静波2597 22-0116 永田石油 菅ケ谷172-3 52-0909

おばたや 波津438 52-0364 CACHE　CACHE 細江573-7 28-7103 片瀬昆布店 静波3411-1 22-5389 ㈱河原崎商事 菅ケ谷2079-1 87-2226

㈲池田屋 大沢528-12 52-4595 古民家カフェとこ十和 中734 28-7887 惣菜・弁当　川村さん 細江2557 22-6378 ㈱ヤマク 新庄112-1 58-0014

やさか 波津282-9 52-6748 焼き肉のかねまる　静波店 静波1726-1 24-1129 榛南ストアー 細江1045 22-0323 ㈲寺田燃料 静波1471-2 22-0639

和ダイニングすけろく 波津1-6 52-2888 清水港海山　富士山静岡空港店 坂口3336-4 0548-74-1030 セレクトショップサニーズ 細江1487-1 24-1414 ㈱野村商店 勝俣2021-1 22-4807

海舟 波津1-88 52-6333 小僧寿し榛原店 細江1449-6 22-2434 ㈲オイガックス 大沢1619-1 52-0295

HAZ BEER STAND 波津1223-6 090-4859-3256 河野精肉　相良店 相良87-2 52-0371 肉のくぼた 細江2860-17 22-0449 本目商事㈱ 地頭方935-9 58-0005

酒味歌こっこ 波津626-1 52-2515 鍋屋玩具店 相良104 52-0435 からあげ金と銀　坂部店 坂部4463-5 090-1623-3172

いけそば 女神26-12 54-1213 増田文彦商店 相良171-2 52-0482 山本米穀店 勝間286-3 28-0043 布の店 えびすや 相良113-1 52-0531

Full Moon Crepe みっくす 須々木2701-13 87-2076 ヤマカ藤田商店 相良252-15 52-0562 こめ香 中1123-2 28-6330 洋品のエリート まるたけ 波津422-6 52-0335

門膳 片浜1033 52-4832 しらす海産物マルカ名波商店 相良252-5 52-0533 ㈱高柳製茶　牧之原本店 勝田2310-4 27-2324 テーラー川村 波津1737 52-1608

寿し政 大沢1-17 52-3601 杉村昆布店 福岡128 52-0398 株式会社荒畑園 布引原257 27-2517 白井屋 波津699-1 52-0263

のんき 大沢606-1 52-3684 肉の食遊館クリヤマ 波津422-5 52-0120 ベーカリー　ａｐｆｅｌ 細江3769-7 22-7876 衣料の小田 波津729 52-0231
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海岸通り ＆ 磯料理処 万寿田

須々木2611 52-1363



フジヤ洋品店 波津773 52-1055 ㈲サークルツー 勝俣1265-1 22-6502 ㈲マスダ 静波1115-6 22-0843

クレドール 相良94-1 52-7555 ㈱スギヤマ工業 静波2460 22-1089 ㈲はんのウチダ 波津710-1 52-0259

レディースショップyamaka 波津733-1 52-4737 菓子長 相良65 52-1236 ㈲松浦工務店 静波2007-1 22-1106 四ノ宮印章 波津815-3 52-0438

テーラー柏原 新庄115-1 58-0368 ラ・フォンテーヌ洋菓子店 相良58-3 52-0587 榛南建材株式会社 細江2749-5 22-1318 印章・メガネのイケダ 静波1033-5 22-0535

タマキ 静波335 22-1462 御菓子司　扇子家 福岡4 52-0218 佐野時計メガネ店 相良82-1 52-0487

㈲メンズカトー 静波253-6 22-4452 かめや相良店 波津282-1 52-3748 四ノ宮自動車工業 波津1316-1 52-0097 メガネのあい 波津3丁目54 28-7007

㈲まるゆく 静波72-14 22-0236 いづみや製菓店 波津708 52-0544 ㈱河原崎自転車商会 波津1713 52-0144 宝石・メガネ・時計のいとう相良店 波津709 52-1191

村松洋品店 静波589-2 22-1027 興生堂　渥美菓子店 女神186 54-0041 合同会社ｃａｒ村 波津2丁目72 74-1611

(一社)まきのはら活性化センター 静波1771-5 23-3150 菓子処玉月堂 中西379-1 54-0013 ㈲相良タイヤサービス 波津1308-6 52-1451 三井クリーニング店 福岡155-2 52-0504

大石しん店 静波2687-2 22-0130 ㈲佐藤菓子店 新庄975 58-0300 ㈲河原崎モータース 大沢524-1 52-0092 ㈲平松ドライクリーニング 静波134-2 22-0575

ミセスファッションマスダ榛原店 細江2948-1 22-2454 菓子処福徳園 静波2738-1 22-0616 増田自動車㈲ 黒子75-2 54-0127 ヌワヌワ 静波282-1 090-8154-4581

シューズ＆バックみつぼし 波津2-48 52-0318 新栄堂 細江2852 22-0514 ㈲ナカジマ自動車 中西415-1 54-0550 からだ工房アカラ 道場41-3 22-2232

ふく助菓子店 細江2106-4 22-0321 ㈱カーメイト松下 新庄530-1 58-0318 東洋医学　本杉整体 勝俣1739-1 22-8912

オシャレ 相良98 52-0131 ホームメイドママ 細江3187-3 22-0460 ㈲静波オート 静波55-2 22-2818 ラポール鍼灸接骨院 細江200-5 22-2233

すまいる 大沢624-2 52-1616 和・洋菓子甘蔵さかした 坂部4972 29-0507 ㈱ＷＡＩＫＩＫＩ 静波2013-1 22-4591 ライフサービス㈱ 堀野新田477-1 58-0306

ふじや化粧品店 細江4587-20 88-9088 御菓子司松林堂 坂部620-1 29-0515 車のシズヨシ 静波2260-13 22-2668 ㈱牧之原石材 細江4309-2 22-0103

寝具のヤマニ 福岡8-3 52-2268 ふるさと創菓処扇松堂 勝間239-1-2 28-0036 有限会社畑オート 静波3446-2 22-5681 竹内金物店 相良81 52-0039

甲州屋 波津721 52-0264 ㈲サンフランシスコパイハウス 勝田858-2 28-0509 ＴＡＤオオイシ 細江2750-4 22-3369 長野金物店 波津700 52-0564

㈱ロワールマスダ 地頭方248-2 58-0105 Sweets　Shop　ハレルヤ 細江1131-3 22-5811 ヒラノサイクル 細江4298-1 22-2175 谷金物店 新庄976-1 58-0403

おおいしふとん店 静波972 22-0354 御前崎タクシー㈱ 波津160-10 28-7776 ホワイトハウス 波津767 52-7555

小山商店 相良90-1 52-0020 相香園 波津775 52-1492 ペットサロン八木 静波638-1 22-0540

袴田仏具店 波津701-1 52-0518 カクタ杉本種苗店 波津830-13 52-0073 太田美容室 大江47-9 52-1172 （一社）0548プロジェクト 静波2220-5 22-6779

家庭用品/ギフト大阪屋 波津705 52-0785 ㈱百姓園 菅ケ谷282-1 52-0756 美容室Switch 細江4586-1 22-3138 ケー・ティー㈱ 細江2340 22-2814

山崎染物店 地頭方1184-1 58-0134 小杉薬種店 堀野新田324-8 58-0459 ビューティーサロンラパン 静波1654-9 22-9350 ㈲ペット・ワン 細江1148-1 22-6258

榛南綜合家具センター 地頭方111-1 58-0805 山本農材㈲ 新庄192 58-0345 ＳＥＲＥＮＤＩＢ 静波2007-3 22-3280

寺尾電器店 相良107 52-0409 ㈱グリーンアイランド 勝俣2075 22-0759 ビューティーサロンシバタ 細江1470-1 22-1860 (有)まるととづか 白井1889-4 54-1570

でんきのタッチ相良店 福岡12-10 52-1223 はなここ榛原本店 細江3801-2 22-6232 美容室パレット 勝俣2054-1 22-3088 五月園 大江679-1 080-1346-6726

マツヤデンキ　カワムラ榛原店 細江2041-5 22-5327 植田生花店 波津682-1 52-0388 みち江美容院 細江358-1 22-0838 グリンピア牧之原 西萩間1151 27-2995

マツヤデンキカワムラ相良店 波津37-2 52-0029 夢花工房あきの花店 波津700-1 52-0477 ニシザワ美容室 細江809-6 22-4773 釜炒り茶柴本 勝俣2695 080-5295-7196

㈱澤入電気 波津820-1 52-1202 大石生花店 静波2700-2 22-0688 cachette 勝田1457 28-0677 さがら子生れ温泉会館 西萩間672-1 54-1126

榛南無線電器 大江47-39 52-2393 santi hair farm 切山2715-1 27-1000 牧之原乗馬クラブ 静谷2490-8 25-2525

キレートトミタ 菅ケ谷2144 87-2074 布施書店 相良85-2 52-0026 ビューティーたいむ 坂口1414 29-0592 Sea　Climb 波津3-11 23-6008

でんきのタッチ地頭方店 新庄25-8 58-0241 ＴＳＵＴＡＹＡ相良店 大沢1-3 52-2790 イマムラ理容室 相良123-1 52-2197 海宝丸 落居47-2 090-3564-4476

㈲小林電気 静波766-1 22-0559 ㈱トツカ 波津3-60 52-6330 ヘアーサロンマスダ 福岡3 52-0485 SURF STADIUM JAPAN 静波2220 -

ますだ電器 静波865 22-0504 小山紙店 波津711-1 52-0022 理容タカミ 波津1650-1-2 52-1592

パレッツ飯塚 勝間432-5 28-0118 静和事務機㈱ 波津602-2 52-3211 ナカニシ理容 波津426-7 52-3286

近藤スポーツ 波津698-2 52-0521 文具・事務機の㈱ブンテン 静波1413-1 22-0313 ヘアーサロンマツシタ 波津716-1 52-0571

ハイナンスポーツ 静波1464-5 22-1184 やまもと商事 静波1231-3 22-1357 ビューティーサロンひな 波津782-1 52-2140

ＳＴＯＫＥ　サーフショップ 静波2224-42 22-7750 ㈱山下新聞店 地頭方1134 58-0031 理容ウエタ 波津817 52-1714

ヘアーサロンヤマザキ 菅ケ谷1798-2 87-2254

イトウシャディ㈱ 波津828-1 52-6885 山本建材㈱ 福岡23-5-3 52-0116 床屋あるぷす 中西381 54-1077

東名牧之原SA上り線 静谷2559-3 27-2331 ㈱神谷鉄工所 大江658-13-1-1 52-0387 ヘアーサロンナカムラ 西萩間587-7 54-1033

静鉄リテイリング富士山静岡空港店 坂口3336-4 29-2000 曽根鉄工所 落居462 58-0207 カットサロンフジタ 地頭方1165-1 58-0370

写真のスギヤマ 静波362-2 22-0509 大石電設㈱ 地頭方148-1 58-0600 ヘアーサロン　カモメ 静波2732-2 22-2529

ミヤカメラ 細江1334-1 22-4555 サギサカ設計測量事務所 地頭方1012-12 58-1595 ヘアーサロンタンジ 静波2937-4 22-2506

中部日本トラベル㈱ 波津3-1 52-3315 鷺坂製材㈱ 新庄2551-1 58-0534 ヘアーサロンボンズ 細江2009-1 22-7151

㈱マルユウトラベル 波津1-2 52-1235 ㈱ユキトシ 御前崎市池新田3843-11 0537-86-9051 知久理容所 勝間229-3 28-0333

RIDE ON MAKINOHARA 誘客キャンペーン第4弾 商品券利用可能店舗一覧　　使用期間2022年9月1日～2023年1月10日まで　　

美容・理容

自動車・自転車・タクシー

園芸・花

メガネ・印章・時計・宝飾

その他

ギフト・土産・写真・旅行 建築

書店・文具・新聞

体験

化粧品・寝具・生活品・家電・スポーツ用品

菓子


