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修善寺no洋食屋 修善寺697-1 72-8971 やじろべえ 柏久保1329 72-3091 黒玉テラス＆Dog 門野原134-1 85-2525

ホテルラフォーレ修善寺 ダイニングFUJI 大平1529 72-1113 一品料理 やまもと 柏久保631-1 72-0206 スナック ラーク 堀切1004-23 72-1218 あまご茶屋 天城湯ヶ島店 市山540-1 85-2016

伊豆マリオットホテル修善寺 Grill＆Dining G 大平1529 72-1113 満月堂珈琲店 修善寺824-1 72-0110 スナックかず 修善寺915-4 72-6788 寿司処 大増 湯ヶ島275-1 85-0107

宙 SORA 渡月荘金龍 修善寺3455 72-0601 駅弁カフェたけし 柏久保625-6 72-0044 鮨ひがし 瓜生野221-1 72-4886 四馬路（すまろ） 青羽根346 87-0045

瑞の里 〇久旅館 修善寺1146 72-0260 PUB すみや 修善寺1145-4 72-1788 やきとら 修善寺108 72-3438 鈴木屋食堂 湯ヶ島98-3 85-0039

修善寺しいたけの里 年川785-1 72-8484 定連 柏久保626-1 72-2735 ふつうのそばや 八百孝商店 修善寺3458-6 72-0116 とうふ伊豆庵 吉奈98 85-1000

一石庵 修善寺950-1 72-2063 中清食堂 柏久保621-15 72-0047 イズーラ修善寺 柏久保631-7 73-2188 大正館カフェアールデコ 吉奈98 85-1000

焼肉食道苑（本店・駅前店） 修善寺691-8 72-6782 湯川食堂 修善寺953-1 72-0822 焼肉釜山 熊坂300-2 72-6080 ベーカリー＆テーブル東府や 吉奈98 85-1000

ねの湯 対山荘 修善寺883 72-0331 シーフードダイニングすぎ屋 修善寺302-3 99-9221 キッチンエビセン湯の国会館店 青羽根188 99-9902

居酒屋いきぶし 修善寺761-12 88-9275 喫茶軽食 あぐり 柏久保627-6 72-0249 スペイン料理 るび～な 八幡928-6 83-3363 道の駅伊豆月ケ瀬 月ケ瀬テラスキッチン 月ケ瀬78-2 79-3977

大衆酒場しまや 修善寺757-1 88-9112 cafe HISAGO 柏久保1345 80-9050 食処 たぬき 上白岩400-1 83-2369 ささの 月ケ瀬128-1 87-0736

PUB HOUSE あしでまとい 修善寺1116-1 72-4961 minna no café marché 柏久保538-1 72-0901 お食事処 留宝留ながた 下白岩307-6 83-1815 源泉かけ流しの湯 御宿さか屋 吉奈101 85-1100

独鈷そば大戸 修善寺765-6 72-0247 珈琲 琴茶庵 修善寺3458-26 73-2313 うなとろの川善 関野317 83-0609 富士見山荘 湯ヶ島493 85-1570

めし屋みづ 修善寺765 72-0546 天きゅう 柏久保626-2 72-6550 中伊豆ワイナリーシャトーT.S 下白岩1433-27 83-5111 かたつむり 湯ヶ島892-66 85-2104

食堂 富士屋 修善寺985-7 72-2281 紅ほうずき 柏久保603-7 72-7200 ホテルワイナリーヒル 下白岩1434 83-2310 船原館 上船原518-1 87-0711

鮨処 玉家 柏久保628-4 72-5808 ほうずきや 柏久保633-9 72-7200 修さんの店 上白岩614-1 83-1717 水のみち風のみち 湯ヶ島たつた 湯ヶ島347 85-0511

松葉茶屋 修善寺4281-41 72-0576 BENI 柏久保633-9 72-1717 K's kitchen ケーズキッチン 八幡187-1 090-9266-4231

新井旅館 修善寺970 72-2007 和（なごむ） 熊坂1255-444 72-7029 いろは寿司 上白岩608-3 83-1688 ノードストローム 土肥2778-4 98-0666

和食 おくら 小立野155 73-2266 竹の里 水ぐち 修善寺3463-17 72-2029 3Bスリービーンズコーヒー 関野318-1 99-9253 盛田屋 八木沢1297 99-0014

お酒とごはん まつ家 修善寺1154-2 72-5307 やまびこ 修善寺3726-1 72-7575 天狗之杜 城726-1 83-4126 グリーンヒル土肥 土肥2197-2 98-0722

串特急 修善寺駅前店 柏久保625-6 74-5010 レストラン ポエム 牧之郷516-8 72-2813 Vanilla Beans 冷川2039-1 83-1322 ココナッツ 八木沢1329-2 99-0725

あまご茶屋 修善寺温泉店 修善寺765-1 73-2388 壱角家 伊豆修善寺店 熊坂502 79-3688 割烹しもむら 上白岩1298 83-1301 割烹玉しげ 土肥472 98-0429

hono hono cafe 修善寺882-9 72-2500 朋友（ぽんゆう） 柏久保500-2 72-5011 あぜみち 原保144-1 83-1794 松の家 土肥412-6 98-0174

ひろちゃん 修善寺3458-14 72-0460 すし処 まとい 修善寺1116-1 73-1134 伊豆あまからや 原保246 99-9895 すまいる 土肥2854-1 98-3600

The Crank 柏久保550-1 79-3679 FANTASISTA（ファンタジスタ） 牧之郷162-1 72-4188 和食 吉野 冷川304-8 79-3393 河津屋 土肥2661-5 98-0095

修善寺プリン工房 修善寺955-1-2 72-2260 遊房 うちっち 修善寺818-1 72-0003 土肥金山 お食事処 葵 土肥2726 98-0800

四季紙・ビーフシチューの店 修善寺3465-1 72-1178 カフェ マツウチ 修善寺1041-3 72-0386 道の駅天城越え 緑の森 湯ヶ島892-66 85-1109 恋人岬ステラハウス 小下田242-1 99-0270

大信中華料理店 柏久保602-1 72-0446 だるま山高原レストハウス 大沢1018-1 72-0595 浄蓮の滝観光センター 湯ヶ島892-14 85-1125 手打そば 蕎のとう 土肥693-1 090-3688-1323

安兵衛 修善寺868-1 72-0917 独鈷茶屋 修善寺970 090-2945-0118 RAIZU（ライズ） 湯ヶ島126-1 85-2244 さくら 土肥690-8 98-0813

奈紬太（なゆた） 修善寺3451-26 72-0347 割烹 四季 柏久保605-2 72-3135 あまぎ 湯ヶ島2860-50 85-0695 鈴 土肥472-5 98-0047

天城湯ケ島地区

伊豆市で食っ得券 取扱店一覧（6/1現在） ※最新版は市ホームページでご確認ください。

修善寺地区

中伊豆地区

土肥地区


