
（情報ページQRコード）

店舗名 住所 電話 ジャンル セブンイレブン伊豆修善寺加殿店 伊豆市加殿46-16 0558-73-1778 コンビニ プティ・レザン 伊豆市柏久保1340 0558-72-7402 カフェ・ケーキ

修善寺駅弁「舞寿司」 伊豆市柏久保631-7 0558-72-0044 駅弁 セブンイレブン修善寺駅東店 伊豆市柏久保616-3 0558-73-0317 コンビニ 一石庵（いっせきあん） 伊豆市修善寺950-1 0558-72-2063 和カフェ

イズーラ修善寺《修善寺駅構内》 伊豆市柏久保631-7 0558-73-2188 おみやげ セブンイレブン伊豆箱根鉄道修善寺駅店 伊豆市柏久保631 0558-73-0727 コンビニ 茶庵 芙蓉 伊豆市修善寺1082 0558-72-0135 和カフェ

三笑 伊豆市修善寺937-2 0558-72-0626 おみやげ・雑貨 セブンイレブン伊豆修善寺熊坂バイパス店 伊豆市熊坂511 0558-73-2666 コンビニ 竹の里 水ぐち 伊豆市修善寺3463-17 0558-72-2029 和カフェ

みつばち工房花の道修善寺店 伊豆市修善寺825 0558-72-0828 おみやげ セブンイレブン伊豆修善寺熊坂店 伊豆市熊坂749-9 0558-72-9077 コンビニ 修善寺プリン工房 伊豆市修善寺955-1-2 0558-72-2260 スイーツ

みつぼ商店 伊豆市修善寺965-1 0558-72-0312 おみやげ セブンイレブン伊豆修善寺瓜生野店 伊豆市瓜生野128-1 0558-72-5557 コンビニ ベアードブルワリーガーデン修善寺 伊豆市大平1052-1 0558-73-1225 クラフトビール

宮内名産店 伊豆市柏久保627-6 0558-72-0249 おみやげ ミニストップ修善寺大平店 伊豆市大平700-1 0558-73-0188 コンビニ 一品料理やまもと 伊豆市柏久保631-1 0558-72-0206 居酒屋

だるま山高原レストハウス 伊豆市大沢1018-1 0558-72-0595 おみやげ 串特急修善寺駅前店 伊豆市柏久保625-6 0558-74-5010 居酒屋

修善寺屋民芸 伊豆市修善寺952 0558-72-0476 おみやげ 和めしや 中清食堂 伊豆市柏久保621-15 0558-72-0047 食事処 鳥料理 やじろべえ 伊豆市柏久保1329 0558-72-3091 居酒屋

和楽 伊豆市柏久保1355 0558-72-4717 和菓子 食処おゝき 伊豆市柏久保625-3 0558-72-0054 食事処 居酒屋いきぶし 伊豆市修善寺761-12 0558-88-9275 居酒屋

狩野庄 紅谷 伊豆市修善寺703-4 0558-72-4700 温泉まんじゅう めし屋 みづ 伊豆市修善寺265 0558-72-0546 食事処 安兵衛 伊豆市修善寺868-1 0558-72-0917 居酒屋

甘泉楼 伊豆十三夜 伊豆市修善寺983 090-9954-3588 大判焼き あまご茶屋 修善寺温泉店 伊豆市修善寺765-1 0558-73-2388 あまご料理 奈紬太 伊豆市修善寺3451-26 0558-72-0347 居酒屋

甘泉楼 亀屋 わさび店 伊豆市修善寺983 0558-85-0232 わさび・ジェラート すぎ屋シーフードダイニング 伊豆市修善寺302-3 0558-99-9221 海鮮 まつ家 伊豆市修善寺1154-2 0558-72-0473 居酒屋

甘泉楼 いちばんかん 伊豆市修善寺983 0558-72-8210 干物・わさび漬 野風増 伊豆市牧之郷534-3 0558-73-0888 とんかつ PUB HOUSE あしでまとい 伊豆市修善寺1116-1 0558-72-4961 パブ

㈲飯田商店 伊豆市柏久保628-5 0558-72-0212 わさび 松葉茶屋 伊豆市修善寺4281-41 0558-72-0576 釜めし

こめやしいたけ店（㈲松岡吉秋商店） 伊豆市修善寺823 0558-72-0059 乾しいたけ The Crank 伊豆市柏久保550-1 0558-79-3679 イタリアン

パワーストーンサワキュー 伊豆市修善寺809-1-2 0558-72-0018 アクセサリー ダイニングFUJI ラフォーレリゾート修善寺  伊豆市大平1529 0558-72-1113 レストラン 街ナビ ゆるり 伊豆市修善寺818-1 0558-88-9038 和服レンタル着付け

GALLERY+SHOP 点 伊豆市修善寺825-3-2 090-6332-2811 木工製品 Grill&Dining G ラフォーレリゾート修善寺 伊豆市大平1529 0558-72-1311 レストラン 人力車伊豆松崎組 伊豆市修善寺（修禅寺門前） 090-7705-0768 人力車

haco.（自然療法サロンミモザ） 伊豆修善寺75ドットツリーPJ6 0558-99-9831 ｸﾗﾌﾄ雑貨 修善寺ｎｏ洋食屋 伊豆市修善寺697-1 0558-72-8971 レストラン レジャーセンター柳川 伊豆市修善寺3459-1 0558-72-0046 射的・スマートボール

修善寺 燕舎 伊豆市修善寺825-2 雑貨 ひろちゃん 伊豆市修善寺3458-14 0558-72-0460 ラーメン 修善寺しいたけの里 伊豆市年川785-1 0558-72-0436 椎茸狩り・BBQ

和布 梛屋 伊豆市修善寺3451-27 0558-88-9206 雑貨 壱角屋伊豆修善寺店 伊豆市熊坂502 0558-79-3688 ラーメン 自然療法サロンミモザ 伊豆市修善寺75ドットツリーPJ6 0558-99-9831 リラクゼーションサロン

㈲会津屋商店 伊豆市柏久保605-4 0558-72-0335 ギフトショップ 中華朋友（ぽんゆう） 伊豆市柏久保500 0558-72-5011 中華 アドベンチャーサポート 伊豆修善寺75ドットツリーG 0558-99-9105 アクティビティ

ベアードブルワリーガーデン修善寺 伊豆市大平1052-1 0558-73-1225 クラフトビール 鮨処 玉家 伊豆市柏久保628-4 0558-72-5808 寿司 ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ 伊豆市大平1529 0558-72-3311 ゴルフ場

矢川酒店 伊豆市修善寺758-5 0558-72-1812 酒販店 旬魚旬菜肴めし 和(なごむ） 伊豆市瓜生野216-7 0558-72-7029 寿司 修善寺カントリークラブ 伊豆市日向965 0558-72-2227 ゴルフ場

㈲富士屋商店 伊豆市日向318 0558-72-2828 酒販店 鮨ひがし 伊豆市瓜生野221-1 0558-72-4886 寿司 いずベロ 伊豆市柏久保633-9 0558-72-0111 レンタサイクル

㈲なかじまや 伊豆市大平883-3 0558-72-4754 酒販店 食道 富士屋 伊豆市修善寺985-7 0558-72-2281 そば

松屋商店 伊豆市修善寺1154-2 0558-72-0473 酒販店 独鈷そば大戸 伊豆市修善寺765-6 0558-72-0247 そば

⾧倉書店 伊豆市柏久保552-4 0558-72-0713 書店 朴念仁 伊豆市修善寺3451-40 0558-73-0073 そば 伊豆温泉村 百笑の湯 伊豆市瓜生野410-1 0558-73-1126 日帰り温泉施設

花や あきつフルール 伊豆市柏久保552-5 0558-72-0454 生花・ギフト 独鈷茶屋 伊豆市修善寺970 090-2945-0118 そば・生わさびソフト

谷口精肉店 伊豆市柏久保555-3 0558-72-0537 精肉店 そば処四季紙・ビーフシチューの店 伊豆市修善寺3465-1 0558-72-1178 そば・ビーフシチュー 修善寺 虹の郷 伊豆市修善寺4279-3 0558-72-7111 テーマパーク

JA伊豆の国 農の駅伊豆 伊豆市柏久保108 0558-72-4461 農産物直売 焼肉釜山 伊豆市熊坂300-2 0558-72-6080 焼肉

カインズ修善寺店 伊豆市瓜生野10 0558-72-8600 ホームセンター だるま山高原レストハウス 伊豆市大沢1018-1 0558-72-0595 カフェ コスモ石油 修善寺インターSS 伊豆市修善寺550-5 0558-99-9905 ガソリンスタンド

三田鮎店 伊豆市柏久保1267 0558-72-0211 鮎加工品 駅弁カフェ たけし 伊豆市柏久保625-6 0558-72-0044 カフェ

honohono cafe 伊豆市修善寺882-9 0558-72-2500 カフェ 寺山自動車 伊豆市柏久保621-5 0558-72-2129 タクシー

マックスバリュ修善寺駅前店 伊豆市柏久保字新町1347 0558-73-0280 スーパーマーケット From here 伊豆市修善寺921 080-3632-5994 カフェ

マックスバリュ修善寺店 伊豆市修善寺66 0558-74-3789 スーパーマーケット café  弘乃 伊豆市修善寺971-1 0558-72-8856 カフェ

※最新版は伊豆市観光情報サイトでご確認ください。

お買物 コンビニエンスストア 飲食店

伊豆市の恩返しクーポン取扱店舗一覧（修善寺地区）

修善寺地区

観光施設

ガソリンスタンド

スーパーマーケット

タクシー

飲食店

各種体験・遊技場・スポーツ

日帰り温泉施設



（情報ページQRコード）

店舗名 住所 電話 ジャンル 店舗名 住所 電話 ジャンル 店舗名 住所 電話 ジャンル

昭和の森会館（道の駅天城越え） 伊豆市湯ケ島892-6 0558-85-1110 おみやげ あまご茶屋（天城湯ケ島店） 伊豆市市山540-1 0558-85-2016 食事処 東京ラスク伊豆ファクトリー 伊豆市市山550 0558-85-0232 ラスクづくり体験

道の駅 伊豆月ケ瀬 伊豆市月ケ瀬78-2 0558-79-3977 おみやげ 鈴木屋食堂 伊豆市湯ケ島185-1 0558-85-0039 食事処 体験陶芸 天城 伊豆市上船原1120-1 0558-87-1023 陶芸体験

浄蓮の滝観光センター 伊豆市湯ケ島892-14 0558-85-1125 おみやげ 味処 伊豆の佐太郎 伊豆市湯ケ島2859-29 0558-85-0534 食事処 かたつむり＆ファーマーズヒル 伊豆市湯ケ島892-66 0558-85-2104 窯焼きピザづくり体験

踊子茶屋（浄蓮の滝） 伊豆市湯ケ島2860-56 0558-85-1284 おみやげ キッチンエビセン湯の国会館店 伊豆市青羽根188 0558-99-9902 食事処 浄蓮の滝 天城国際鱒釣場 伊豆市湯ケ島892-14 0558-85-1441 渓流釣り

あまぎ（浄蓮の滝） 伊豆市湯ケ島2860-50 0558-85-0695 おみやげ ささの 伊豆市月ケ瀬128-1 0558-87-0736 食事処 伊豆市観光協会天城支部 伊豆市湯ケ島176-2 0558-85-1056 レンタサイクル

明徳観光 伊豆市市山274-3 0558-85-0855 草餅 浄蓮の滝観光センター 伊豆市湯ケ島892-14 0558-85-1125 食事処 湯ケ島ゴルフ倶楽部＆ホテルリゾート 伊豆市湯ケ島2571-10 0558-85-2100 ゴルフ場

大地讃頌 ヤマモトフードセンター 伊豆市下船原6-1 0558-87-0818 イズシカ・地場野菜 道の駅 伊豆月ケ瀬 伊豆市月ケ瀬78-2 0558-79-3977 食事処 フジ天城ゴルフ倶楽部 伊豆市大平柿木1190-1 0558-87-0523 ゴルフ場

コンビニマートAMAGI 伊豆市月ケ瀬11-1 0558-87-0475 仕出し・弁当 寿司処 大増 伊豆市湯ケ島275-1 0558-85-0107 寿司

ひなと丸 伊豆市市山772-10 0558-85-1311 干物 山のレストラン緑の森（道の駅天城越え） 伊豆市湯ケ島892-6 0558-85-1109 レストラン

玉利屋商店 伊豆市湯ケ島262 0558-85-0006 わさび かたつむり 伊豆市湯ケ島892-66 0558-85-2104 カフェ 伊豆市湯の国会館 伊豆市青羽根188 0558-87-1192 日帰り温泉施設

(有)浅田わさび店 伊豆市市山785-1 0558-85-1545 わさび ベーカリー＆テーブル東府や 伊豆市吉奈164-1 0558-85-1002 カフェ

三芳屋製菓 伊豆市青羽根141 0558-87-0043 和洋菓子 東府やResort&Spa-Izu大正館芳泉 伊豆市吉奈98 0558-85-1000 カフェ 伊豆極楽苑（地獄極楽めぐり） 伊豆市下船原370-1 0558-87-0253 テーマパーク

小戸橋製菓 天城本店 伊豆市月ケ瀬580-6 0558-85-0213 和洋菓子 黒玉テラス＆ドッグ 伊豆市門野原134-1 0558-85-2525 カフェ 伊豆近代文学博物館（道の駅天城越え） 伊豆市湯ケ島892-6 0558-85-1110 博物館

ベーカリー＆テーブル東府や 伊豆市吉奈164-1 0558-85-1002 ベーカリー あまぎ（浄蓮の滝） 伊豆市湯ケ島2860-50 0558-85-0695 喫茶店

東京ラスク伊豆ファクトリー 伊豆市市山550 0558-85-0232 ラスク 滝見茶屋（浄蓮の滝） 伊豆市湯ケ島892-2 0558-85-1028 わさびソフト

天城マルシェ（東京ラスク内） 伊豆市市山550 0558-85-0357 農産物直売 ピザバスいしがまや 伊豆市上船原864-1 090-4269-7801 ピザ ENEOS 船原SS 伊豆市上船原810 0558-87-0831 ガソリンスタンド

セブンイレブン天城湯ケ島店 伊豆市湯ケ島1-11 0558-85-2082 コンビニ 天城タクシー㈱ 伊豆市湯ケ島1646-2 0558-85-0508 タクシー

セブンイレブン天城湯ケ島船原店 伊豆市上船原316 0558-87-1967 コンビニ

※最新版は伊豆市観光情報サイトでご確認ください。

観光施設

伊豆市の恩返しクーポン取扱店舗一覧（天城湯ケ島地区）

天城湯ケ島地区

タクシー

日帰り温泉施設

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

お買物 飲食店 各種体験・スポーツ



（情報ページQRコード）

店舗名 住所 電話 ジャンル 食事処さくら 伊豆市土肥690-8 0558-98-0813 食事処 店舗名 住所 電話 ジャンル

衣料の店 いしかわ 伊豆市土肥466 0558-98-0140 衣料品 割烹 玉しげ 伊豆市土肥472 0558-98-0429 食事処 伊豆大見の郷「季多楽」 伊豆市柳瀬252-1 0558-83-2636 農産物直売

土肥達磨寺 伊豆市小下田463-1 0558-99-0731 おみやげ 土肥金山 伊豆市土肥2726 0558-98-0800 食事処 中伊豆ワイナリーシャトーT・S 伊豆市下白岩1433-27 0558-83-5111 ワイン

恋人岬ステラハウス 伊豆市小下田242-1 0558-99-0270 おみやげ しっぽ7（パチンコ一京 駐車場内） 伊豆市八木沢1618 食事処 ベーカリー＆酒ィ−ツカフェ おはな 伊豆市戸倉野12 0558-99-9783 ベーカリー・菓子

ミツダ水産 伊豆市土肥2808-1 0558-98-0417 魚・干物 うなぎ三松 伊豆市土肥854-12 0558-98-1570 うなぎ わさびの大見屋 伊豆市地蔵堂1242 0558-83-2900 わさび

水天丸水産 伊豆市土肥398-2 0558-98-0112 魚・干物 手打ちそば 喬のとう 伊豆市土肥693-1 090-3688-1323 そば 伊豆美屋わさび店 伊豆市原保209-6 0558-83-0118 わさび

魚安 八木沢店 伊豆市八木沢1349-2 0558-99-0833 魚・干物 恋人岬ステラハウス 伊豆市小下田242-1 0558-99-0270 カフェ 三角屋商店 伊豆市戸倉野185 0558-83-0108 わさび

伊豆漁協 土肥大藪直売所 伊豆市土肥212-2 0558-98-0018 魚・干物 八百康商店 伊豆市土肥435-2 0558-98-0443 ドリンクスタンド

須田屋水産 伊豆市土肥2826-2 0558-98-1815 干物 ココナッツ 伊豆市八木沢1329-2 0558-99-0725 居酒屋 セブンイレブン中伊豆上白岩店 伊豆市上白岩391-1 0558-83-3090 コンビニ

㈲駿河屋酒店 伊豆市土肥454 0558-98-1130 酒販店 ノードストローム 伊豆市土肥2778-4 0558-98-0666 カラオケ セブンイレブン伊豆市冷川店 伊豆市冷川356-2 0558-83-3307 コンビニ

㈲盛田屋 伊豆市八木沢1598-1 0558-99-0014 ところてん カラオケすまいる 伊豆市土肥2854-1 0558-98-3600 カラオケ スーパーカドイケ中伊豆店 伊豆市城54-1 0558-75-7010 スーパーマーケット

特産市ありがとう 伊豆市土肥2657-1 0558-98-0802 農産物直売所 CRAZY SPOT３１ 伊豆市土肥654-8 090-7030-3459 ライブハウス

高橋商店 伊豆市土肥2827-1 0558-98-0117 酒販店 お食事処 留宝留ながた 伊豆市下白岩307-6 0558-83-1815 食事処

食処たぬき 伊豆市上白岩400-1 0558-83-2369 食事処

セブンイレブン伊豆市土肥店 伊豆市土肥2908-3 0558-98-2477 コンビニ 出光 小下田SS 伊豆市小下田669 0558-99-0380 ガソリンスタンド 修さんの店 伊豆市上白岩614-1 0558-83-1717 焼肉

セブンイレブン伊豆市土肥馬場店 伊豆市土肥700 0558-98-2377 コンビニ 酒井石油 伊豆市小下田1671-1 0558-99-0027 ガソリンスタンド あぜみち 伊豆市原保144-1 0558-83-1794 焼肉

うなとろの川善 伊豆市関野317 0558-83-0609 うなぎ

スペイン料理るびーな 伊豆市八幡928-6 0558-83-3363 スペイン料理

土肥金山 伊豆市土肥2726 0558-98-0800 テーマパーク フィッシングパークTOI 伊豆市八木沢47 0558-98-2265 海の釣り堀 ナパ・バレー（中伊豆ワイナリーシャトーT・S） 伊豆市下白岩1433-27 0558-83-5111 レストラン

土肥達磨寺 伊豆市小下田463-1 0558-99-0731 寺社仏閣 レンタサイクル 和食 吉野 伊豆市冷川304-8 0558-79-3394 食事処

土肥観光案内所 伊豆市土肥2657-6 0558-98-1152 レンタサイクル

アクティビティ コスモ石油 中伊豆SS 伊豆市関野807-1 0558-83-0303 ガソリンスタンド

セントラルスポーツ アウトドアビレッジTHE101 伊豆市八木沢1342-1 0558-99-0911 マリンアクティビティ ENEOS 伊豆ハツマSS 伊豆市八幡274-1 0558-83-0215 ガソリンスタンド

中伊豆ワイナリーシャトーT・S 伊豆市下白岩1433-27 0558-83-5111 ワイナリー

萬城の滝キャンプ場 伊豆市地蔵堂776-1 0558-83-2654 デイキャンプ

伊豆ハイツゴルフ倶楽部 伊豆市地蔵堂845-67 055883-3500 ゴルフ場

中伊豆グリーンクラブ 伊豆市冷川1521-108 0558-83-3200 ゴルフ場

観光施設・ゴルフ場

土肥地区

観光施設

コンビニエンスストア

ガソリンスタンド

ガソリンスタンド

釣り

コンビニエンスストア・スーパーマーケット

飲食店

※最新版は伊豆市観光情報サイトでご確認ください。

お買物 飲食店 お買物

伊豆市の恩返しクーポン取扱店舗一覧（土肥地区・中伊豆地区）

中伊豆地区


