
すそのんプレミアム付き商品券取扱店一覧 2020年10月6日

店名等 取り扱い商品等
アトリエ奏建築デザイン事務所 デザイン業、建築設計
あぷりこっと 喫茶店
アベ電気 家電販売
alfam beautylounge 美容院
安全タクシー　有限会社 タクシー事業
あんちゃん 飲食店
居酒屋　とみ 居酒屋
居酒屋　やんやん 飲食店
ウエルシア裾野佐野店 ドラッグストア、調剤薬局
ウエルシア裾野南店 ドラッグストア、調剤薬局
魚利商店 鮮魚
ushiwakamaru　East 美容院
エスポット裾野店 ホームセンター
エディオン　ベルシティ裾野店 小売業
おうちカフェ 茶まり 飲食店
大橋内科小児科医院 医業
大庭写真館 営業写真
大庭畳店 内装
御食事処　温石 飲食業・居酒屋
快晴堂はり きゅう整骨院 整骨院
かつ榮　裾野店 飲食業
カットハウス月光 理容室
鎌田理容室 理容業
キンダーランド 玩具小売
株式会社　クリエイトエス・ディー　裾野二ツ屋店 ドラッグストア
コットンコム タオル卸・小売
コルポサーノ 鍼灸マッサージ
クリーニングのサトウ　伊豆島田店 クリーニング業
クリーニングのサトウ　桜堤店 クリーニング業
株式会社　サワキュウスポーツ スポーツ用品販売
有限会社　さんかえん 生花販売
JAふれあい市 野菜等販売
島人食堂 飲食業
シュー＆リペア　イナゲ 靴小売
シュープラザ　裾野店 靴の販売
金時堂　須賀薬局 医薬品・化粧品
有限会社　スギタ　ラーメンランドマリオ　カラオケBOXマリオ 飲食業
杉村石材店 石材業
有限会社　すそのでんか 家電品販売修理・工事
セブン－イレブン　裾野石脇店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野二ツ屋店 コンビニエンスストア
お好み焼・鉄板焼　潜酔狂 飲食業
太鼓整骨院 整骨院
株式会社　たかやなぎ　裾野店 ギフト専門店
田子の月　裾野 菓子販売
緑町茶話 喫茶、軽食、手作り小物
株式会社　田代新聞センター 新聞販売、配達
竹水園 菓子小売業
中央軒 飲食業（食堂、居酒屋）
豊富士商事　株式会社 一般廃棄物収集運搬及び清掃
ドン・ボーノ 飲食業
株式会社　中川商店 LPガス・米穀・飼料販売業・設備工事業

Nanairoくじら 雑貨販売
株式会社　NANAdesign 広告業
南駿農業協同組合　五竜庵 飲食業
南駿農業協同組合　裾野西支店 食品小売

西地区
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株式会社　西島工業 水道工事
有限会社　ニノミヤ 眼鏡・宝石・時計・補聴器販売
沼津丼丸裾野店 テイクアウト専門海鮮丼
花麒麟 軽食、パン・焼き菓子・野菜等販売

fumies 美容院　整体院
フラワーショップ　花文 生花小売
パル動物病院裾野センター病院 動物病院
BGM 二輪車販売修理
エブリィビッグデー裾野店 小売業ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ
全日食チェーンひまわり佐野店 食品小売業
ビューティーサロン　モードチェリー 美容業
ビューティーチェリー エステ・カフェ
美容室ナチュラルナチュラル 美容室
フレンドランドリーマックスバリュ裾野店 クリーニング業
ぼあ裾野店 飲食店
有限会社　星野燃料店 LPガス小売業
ぽーりん美容室 美容院
マックスバリュ　裾野店 スーパーマーケット
マックスバリュベルシティ裾野店 スーパーマーケット
マックハウス　ベルシティ裾野店 衣料品販売
松富 飲食業
有限会社　豆久 菓子製造、販売
有限会社　美松 学校制服・婦人・ギット・呉服
三宅精肉店 食肉販売業
みらけん そうざい製造業（メンマ）
眼鏡市場　裾野店 小売業
麺工房　海練 ラーメン店
やきとり家すみれ裾野店 飲食店
焼肉さつき亭 飲食店
焼肉　千秋 焼肉店
すし　魚料理　大和 すし屋
ヤマトヤ　裾野店 宝飾・時計・眼鏡・補聴器小売
山萬商店 食品小売業
洋服の青山　裾野店 小売業
吉野屋食堂 飲食業
よろず漢方薬局 漢方薬局
ラーメン　ドン ラーメン店
ライフショップ　コチデン 家電販売、修理
ラ・フォンテ イタリアンレストラン
リカーワインズショップみしまや　有限会社 酒類・飲料・たばこ小売
理容室　Upper　Cut 理容業
レディーズランド　ココ 婦人服販売・雑貨
ローソン裾野伊豆島田店 コンビニエンスストア
ローソン裾野伊豆島田南店 コンビニエンスストア
わかさ食堂 飲食店（食堂）
有限会社　渡辺商店 ガソリンスタンド
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店名等 取り扱い商品等
あみんキルトガーデン 手芸教室及び手芸用品販売
有限会社　飯塚工務店 建築業
いいづかでんき 家電販売
居酒屋　まなび 居酒屋
稲村畳店 畳製造、販売
株式会社　今関商店　ちゃばたけSS ガソリンスタンド
岩瀬製茶店　新道店 お茶販売　カフェ
株式会社　魚加代 鮮魚商
大庭自転車店 自転車・二輪車販売及び修理
御食事処　重箱 食堂（とんかつ、天丼、そば、刺身）

カットクラブ酒井 理容業
カトーストアー 食料品販売
喫茶　あむーる 喫茶店
株式会社　金ペン堂 文具・OA機器販売業
株式会社　クリエイトエス・ディー　裾野滝頭店 ドラッグストア
株式会社　クリエイトエス・ディー　裾野茶畑店 ドラッグストア
桂 洋品・バッグ販売
有限会社　寿屋金物店 雑貨・金物
コメダ珈琲店　裾野店 飲食店（喫茶店）
有限会社　菜花亭 仕出し弁当
クリーニングのサトウ　裾野本店 クリーニング業
メガネ・補聴器のサンアイ駅前店 メガネ・補聴器販売
スーパーカドイケ　裾野東店 小売業
宝石時計　スギヤマ 時計宝石の小売業
メガネ・補聴器のスギヤマ メガネ・補聴器小売業
杉山精肉店 食肉販売業
有限会社　杉山設備工業 水道工事店
杉山はきもの店 履物小売
裾野セントラルホテル寿々木 宿泊業
裾野レジャーランド　一の瀬 旅館・日帰り温泉
small dining 椿笑 飲食店
セブン－イレブン　裾野稲荷店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野公文名店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野茶畑店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野平松店 コンビニエンスストア
セリザワ洋服店 注文服・学生衣料洋服修理
藤吉郎の隠れ家 焼肉店
有限会社　東京ランドリー クリーニング業
南駿農業協同組合　泉支店 食品小売
バーバーなにわ 理容業
萩原建築 建築業　住宅のリフォームや修繕等

ハットリツリーワークス 木の伐採
パワーラインツアーズ 旅行業
はんのミウラ 印鑑、彫刻販売
ぱんはうす　ヴィエナ・ブロート パン・菓子製造、販売
ビューティーサロンyou 美容室
美容室　さつき 美容業
ファーマライズ薬局　裾野店 調剤薬局
福屋酒店 酒販店・一般小売
フレンドランドリー本店 クリーニング業
ふとんの前島 寝具小売業
有限会社　松井米店 米穀販売業
マックスバリュ裾野茶畑店 スーパーマーケット
洋品のマツヤ 衣料品販売
まちコッペ パン屋
まるよし 洋品業

東地区
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ミスタードーナツ　マックスバリュ裾野店 飲食店
ミヤコ美容室 美容室
おしゃれセンター　もちだ 婦人服小売
OA・文具　ヤマダ 事務用品・事務機器・文具・富士宝永山グッズ販売

ユーフォト本店 写真全般、デジタル加工全般
よしみ美容院 美容業
米牛精肉店 精肉、惣菜販売
理容シムラ 理容
ローソン裾野茶畑店 小売業
ローソン裾野平松南店 小売業
六文亭 飲食業
ロボ団裾野光明寺校 塾（小学生プログラミング教室）
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店名等 取り扱い商品等
有限会社　阿部商店 ガソリンスタンド
いちごの里BerryGood 喫茶店、いちごの生産販売(冬季)

有限会社　岩波電気 家電販売
株式会社　植松貞夫商店 LPガス、お米、灯油、ガス、灯油器具

ウエルシア裾野深良店 ドラッグストア、調剤薬局
有限会社　大庭電化センター 家電販売
小林ふとん店 寝具販売・寝具リース
五味八珍　裾野店 中華ファミリーレストラン
【コロナ対応のため臨時休業中】さかなや道場岩波店 飲食店
札幌ラーメン雪ん子 飲食業
手打そば処　砂場 そば・うどん・丼物他
セブン－イレブン　裾野深良店 コンビニエンスストア
ちっちゃな大佛しるこや 和カフェ
ドライブショップ井原 自動車部品販売・修理・取り付け

南駿農業協同組合　深良支店 食品小売
二胡 中国料理
のぞみ整骨院 整骨院
有限会社　ひょうたん寿司 飲食業すし店
ファミリーマート裾野深良バイパス店 コンビニエンスストア
深良乳販 乳類販売業
富士パークレーンズ ボウリング場
藤森理容所 理容店
Blue Santa 洋菓子店
まごころの味　一心 居酒屋
町田屋商店 酒類・食品・雑貨小売販売
町田ランドリー クリーニング業
南富士山シティ　いわなみキッチン キャンプ事業、産業支援
やさい食堂　楽風 飲食業
レディースブティック　グリーングラス　岩波店 衣料品販売
ローソン裾野バイパス岩波店 コンビニエンスストア

深良地区
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店名等 取り扱い商品等
有限会社　アゲタ自動車鈑金 自動車修理
朝日綿業 寝具、ふとん小売
居酒屋　こたつ　～虎龍～ 居酒屋
岩瀬製茶店　本店 お茶販売
ウィンズ 飲食業
EMOTIONAL TOURS 第2種旅行手配業
御鮨処　ほうらい すし店
株式会社　カーテックフジ 自動車整備業
株式会社　勝国製茶 お茶販売
気ままなレストラン・カフェ　メルカート レストラン
有限会社　木村商店 豆腐製造業
串特急裾野インター店 飲食店
景ヶ島バーベキュー 飲食業
メガネ・補聴器のサンアイJ２４６店 メガネ・補聴器販売
スーパーカドイケ　裾野御宿店 小売業
鈴木製袋 包装資材販売
スポーツスタジアムAIM スポーツ施設
清月 菓子製造販売
生鮮たかだ 小売・食堂・弁当
セブン－イレブン　裾野金沢店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野下和田店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野千福店 コンビニエンスストア
セブン－イレブン　裾野バイパス北店 コンビニエンスストア
有限会社　タイヤステーション裾野 自動車タイヤ販売
土屋商店 食品・酒類等小売業
Dezir hair&nail 美容院　
天然酵母BakeryCafe  HappyTime 天然酵母パン菓子製造販売・飲食業（カフェ）

トヨタ生協 小売業　食品の販売
格安タイヤ　トレッド246裾野店 タイヤ・ホイール販売
永田モータース 自動車・販売修理
南駿農業協同組合　富岡支店 食品小売
南駿農業協同組合　農機具センター 農業関連
南駿農業協同組合　北部営農経済センター 農業関連、食品等小売
南駿農業協同組合　北部LPガスセンター プロパンガス、ガス器具販売
有限会社　ニシカワデンキ 家電販売
ファイブハンドレッドクラブ ゴルフ場
ファミリーマート裾野下和田店 コンビニエンスストア
富士の里洋菓子店 菓子製造販売
手造り　小麦まんじゅう　ふる里 菓子製造
ヘアーサロン　リラ 理容業
ホテルルートイン裾野インター ホテル
御饗炭串 理月 飲食店
ミツワタクシー タクシー（旅客輸送）
室田魚店 鮮魚
焼肉　菜惣 焼肉店
やすらぎ造園　株式会社 造園業
レストラン　ビアンカ イタリアンレストラン
ローソン裾野御宿店 コンビニエンスストア
和風れすとらん　みよし 飲食業

富岡地区
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店名等 取り扱い商品等
魚七商店 小売業
蕎仙坊（きょうざんぼう） 飲食業
水の店　小島屋商会 管工事業
食事処すその 飲食業
須山ランドリー クリーニング
有限会社　忠ちゃん牧場 飲食業（食堂）
南駿農業協同組合　須山支店 食品小売
富士慶 卸、小売店
富士山麓のオーベルジュ　サジタリウス     プチホテル　テイクアウト販売
ヘルシーパーク裾野 日帰り温泉とプールの施設
ペンションふんわりこん 宿泊業
有限会社　山川商店 酒類・タバコ・クスリ・化粧品・雑貨・食品

須山地区


