
「しずちゅう さんさん沼津定期預金」　お買い物券取扱店 店舗一覧表                           平成29年6月12日現在

No. 商店街 店名・屋号 業種・取扱品 住所 電話番号(055)

1 ①中央通り商店会 ハンの辻村 印鑑・印章 高島本町2-27 921-2806
2 丸惣小川くだもの くだもの店 高島本町9-6 921-2976
3 MOGAMI 理容業 高島本町7-18 921-9255
4 まりん 衣料品 新宿町17-4 925-7355
5 ときこ美容室 美容院 高島本町7-1 921-8681
6 梢月 製パン販売 高島本町16-1 921-4153
7 FLEUR　SHIKI 生花販売 高島本町7-18 922-4832
8 ②リコー通り商店街 大田呉服店 呉服 高島町3-3 921-3364
9 ビジュード・ヨーコ 宝石・貴金属販売 高島町3-4 925-2266
10 Lab's 沼津店 衣料品 高島町28-1 924-1919
11 osteria  SAKANYA 飲食業 高島町28-10 925-8898
12 ③駅北振興会 伏見食品　富士山餃子　沼津店 飲食店 高島町24-14 955-8559
13 石田茶業　北口支店 茶販売 高島町12-5 923-9877
14 手造り菓子の店安本 菓子店 新宿町15-12 921-6509
15 赤池精肉店 精肉販売 新宿町3-1 921-5293
16 清光堂 菓子店 新宿町4-7 921-3265
17 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ白栄舎 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 新宿町4-2 921-2918
18 倉敷センヰ 婦人服・学生服販売 新宿町7-11 921-5102
19 大型店会 イシバシプラザ（※注） ショッピングセンター 高島本町1-5 921-1484
20 イトーヨーカドー　沼津店（※注） スーパーマーケット 高島本町1-5 924-2211
21 イーラde（※注） ショッピングセンター 大手町1-1-6 963-0053（代表）
22 しずてつストア沼津駅前店 スーパーマーケット 大手町1-1-6 ｲｰﾗdeB1 951-8851
23 沼津駅ビルアントレ（※注） ショッピングセンター 大手町1-1-1 963-4141
24 ④沼津駅前名店街 宝飾・時計・メガネ　フジワラ 貴金属・時計・宝石 大手町5-2-18 951-2000
25 ⑤大手町商店街 レディース　ミワ 婦人服　小売 大手町4-5-1 952-1780
26 わたやす 沼津駅前本店 寝具・衣料品 大手町3-4-5 962-1200
27 ワシントン靴店本店 靴店 大手町5-3-6 962-3296
28 イコシ　沼津店 婦人服販売 大手町5-4-3 952-1540
29 ブティック　スミ 婦人服販売 大手町5-4-5 962-1750
30 ルイ 婦人服・紳士服販売 大手町5-2-7 952-6126
31 松浦酒店 酒屋 大手町3-9-1 952-0538
32 やきとり酒場 飲食店 大手町3-5-4 963-5113
33 ドルセ 洋菓子小売 大手町3-5-1 962-2691
34 幅田屋 飲食業 大手町3-5-26 962-8811
35 りぐる 小売業 大手町3-5-22日専連ソニックビル1F 962-0981
36 一輪 飲食業 大手町3-6-25 962-6646
37 極メンチ 飲食業 三枚橋町17-1　外川ビル1-3号 090-1092-4343
38 セブン-イレブン沼津駅前店 コンビニエンスストア 大手町2-1-1　ポルト1Ｆ 962-2100
39 ⑥仲見世商店街 中央青果　丸中 青果物店 大手町5-7-1 963-1456
40 アトリエ・ノンナ 婦人服　及び　雑貨 大手町5-4-17 952-5081
41 沼津・市川園 お茶・茶菓子・のり 大手町5-3-9 962-3246
42 婦人服アビオン 婦人服・洋品 大手町5-4-1 962-0731
43 フォーシーズンギャラリー 小売業（衣料品店 大手町5-4-18 962-0559
44 オオミヤ　仲見世店 手芸、コットン、エプロン 大手町5-8-2 962-3904
45 マルサン書店仲見世店 書店 大手町5-3-13 963-0350
46 婦人服ハラダ 婦人服店 大手町5-9-1 962-3239
47 メンズショップフジ 紳士服 大手町5-8-6 962-2241
48 倉田印舗 印章店 大手町5-5-21 962-0233
49 焼きたてパンマミイ・ハウス パン屋 大手町5-8-1 951-9237
50 おしゃれショップヤマザキ 婦人服販売 大手町5-7-4 962-2949
51 江戸ッ子沼津店 布、手芸用品販売 大手町5-7-5　 952-8688
52 イナノ仲見世店 文房具 大手町5-2-18 962-4825
53 プラザプリモ 貴金属・時計・宝石・メガネ 大手町5-6-3 951-5121
54 永井ラジオ商会 雑貨 大手町5-3-16 962-2399
55 山本酒店 酒屋 大手町5-3-19 962-1977
56 メガネサロン市川 メガネ店 大手町5-3-13 962-4191
57 韓’Ｓ 飲食店 大手町5-3-10 963-6123
58 きもの専門店さつ摩 呉服店 大手町5-8-6 962-3210
59 スプーニー 飲食店 大手町5-3-21 964-4944
60 どんぐり 食堂 大手町5-8-22 951-1777
61 J・みーと 飲食店 大手町5-6-22 946-5955
62 ミニドリップ 飲食店 大手町5-7-11 963-5885
63 アベリー 飲食店 大手町5-7-5 080-4220-0404
64 ねこと白鳥 飲食店 大手町5-7-5 962-0425
65 かのうや 呉服業 大手町5-4-3 952-6159
66 珈琲舎　フレィバァ 喫茶店 大手町5-5-21 951-7571
67 村上屋 菓子製造販売 大手町5-5-2 962-3375
68 おのや　沼津店 婦人服販売 大手町5-8-3 963-2700
69 夢屋 下着販売店 大手町5-8-8 963-2668
70 ⑦上本通り商店街 山田印房 印鑑・印章 大手町4-9-2 962-1328
71 三ッ石時計店 貴金属・時計・メガネ 大手町5-11-5 962-4360
72 焼肉　八福 焼肉店 添地町64 951-7329
73 宝石・時計　カワグチ 時計店 大手町5-7-15 962-3386
74 柳屋化粧品店 化粧品小売り 大手町5-8-15 962-2371
75 まちのカレー屋さん 飲食店 大手町5-7-13 952-1341
76 ファッションハウス　ヒロフ メンズ洋品 大手町4-6-10 962-1529
77 タニビシ 婦人服販売 大手町5-7-18 962-2756
78 おかだ 化粧品販売 大手町5-13-6 952-2177
79 居酒屋喜心 飲食業 大手町5-9-15 954-6588
80 大久保商店 金物店 大手町5-10-2 962-2380
81 ⑧あげつち商店街 美食倶楽部蓮 飲食店 上土町12東方ビル2F 962-7160
82 浜忠 飲食店 上土町80 919-3512
83 しらかべ・マルヨ着物 呉服 上土町48 962-1995
84 井筒屋金物店 金物店 上土町57 962-0555
85 キングノーブル 洋服販売 上土町68 962-3225
86 鬼がわら 飲食店 上土町35 951-1092
87 Ann・selection 婦人服販売 上土町100-1 963-8893
88 グランマ 洋菓子小売 上土町63 962-2588
89 沼津リバーサイドホテル ホテル 上土町100-1 952-2411
90 SISTERS' café カフェ 上土町6 963-1139
91 ヤシロメガネ メガネ店 上土町44 962-0896
92 阿見屋パーキング 駐車場 上土町1-2 951-0214
93 レジーナオプチカル メガネ屋 上土町60 962-0049
94 クエスト 婦人服 上土町100-1 963-4715
95 ロットン アウトドアサービス 上土町10 951-3810
96 マルサンホビー おもちゃ販売 上土町66 962-5048
97 総合事務用品　フヂイ 事務用品・文具販売 通横町6 962-0930
98 田丸屋 食品 上土町72-5 962-0882
99 シースリー沼津店 婦人服販売 上土町78 952-6893
100 趣味の呉服　つむぎや 呉服屋 上土町82 951-6451
101 JOUJOUKA 古着販売 上土町71 954-0240
102 つじ写真館 写真店 上土町36 962-1384
103 宝飾・時計の市川 貴金属・時計・宝石販売 上土町100-1 962-1650
104 ⑨新仲見世商店街 井草呉服店 きもの 大手町4-6-1 962-0832
105 だいこん屋 青果小売業 大手町4-5-9 962-0031
106 テレビのイマイ テレビ・家電 大手町4-6-2 951-6868
107 喫茶軽食ダニエル 喫茶店 大手町4-5-9 963-7189
108 旬の味　くろ川 飲食店 大手町4-5-12 951-7363
109 中国料理　上海軒 中華料理店 大手町4-5-12-102 963-7219
110 喫茶と軽食　ケルン 喫茶店 大手町4-5-14 962-3439
111 喫茶　よしもと 喫茶店 大手町4-5-15 963-1458
112 飲食処　E'加GEN 飲食店 大手町4-4-10 IZUビル1F 919-0249
113 タケザワ電機店 家電量販店 大手町4-4-12 962-3282
114 1000円カット　カットファクトリー沼津大手町店 理容室 大手町4-4-12伊豆屋第三ビル1F 962-3855
115 スナック朱磨 飲食店 大手町4-6-8 963-4816
116 とんかつ　花むら 飲食店 大手町4-6-8 962-3036
117 美容室　の 美容院 大手町4-7-3 964-5555
118 MEN'S WEAR ノボル 紳士服 大手町4-7-2 963-9529
119 ユニバーサル駐車場 駐車場 大手町4-6-8 962-2410
120 おそうじ本舗沼津駅前店 ハウスクリーニング 大手町4-4-10 IZUビル22 0120-284-555
121 セブンイレブン　沼津大手町４丁目店 コンビニエンスストア 大手町4丁目7-15 951-5535

静岡中央銀行

本店営業部　　055-962-6111

沼津北支店　　055-921-1766

沼津東支店　　055-923-7221

〔裏面につづく〕

エラー ! 

〔お買い物券のご利用について〕

■有効期限は、平成29年10月31日（火）までです。

（※注）「イシバシプラザ」「イトーヨーカドー」「イーラｄｅ」

「沼津駅ビルアントレ」については、一部お買い物券のお

取扱いができない商品・サービスがございますのでご注

意ください。
（例）商品券・売り場指定ギフト券・金銀地金・地金コイン・
旅行サロン・請負工事代金・食品ギフト券・売掛入金・現
金との換金・その他指定商品サービス

　

●静岡中央銀行

沼津北支店

静岡中央銀行

沼津東支店

●

　

　

静岡中央銀行
●本店営業部

■

沼津市役所

〔沼津市商店街連盟加盟商店街等 案内図〕

⑤大手町

商店街⑦上本通り

商店街

②リコー通
り商店街

①中央通り
商店会

⑪アーケード

名店街

⑨新仲見世
商店街

⑫本町区商店連盟

⑩銀座通り

商店街

⑧あげつち

商店街

JR沼津駅

⑥仲見世

商店街

③駅北振興会

沼津商工会議所

⑬ぬまづみなと商店街

④沼津駅前

名店街
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「しずちゅう さんさん沼津定期預金」　お買い物券取扱店 店舗一覧表                           平成29年6月12日現在

No. 商店街 店名・屋号 業種・取扱品 住所 電話番号(055)

122 ⑩銀座通り商店街 大室印房本店 印章店 町方町40 962-1418
123 イチクラ洋品店 紳士・婦人服販売 町方町14 962-2227
124 ⑪アーケード名店街 草川神佛具店 仏具店 町方町28 962-3171
125 メガネの川口 メガネの小売 町方町78 962-2896
126 だいこくや 菓子小売業 町方町71 962-0619
127 ⑫本町区商店連盟 化粧品店　むさしや 化粧品・メガネ 下本町48 962-1657
128 セブンイレブン沼津本町店 コンビニエンスストア 下本町35 951-1008
129 鳥佐商店 鶏肉販売 本町21 962-1241
130 肉の古安 精肉販売 本町40 962-0698
131 タベルナ・マンマ イタリア料理 本町33 952-0479
132 パンとお菓子の材料・道具専門店ミズタ 菓子材料 下本町1 962-5055
133 いせう陶器店 陶器販売 魚町11 962-0991
134 安田屋 飲食店 本町5 962-1127
135 土屋時計店 時計・貴金属・メガネ 新町7 962-4015
136 小林花店 生花販売 下本町5 962-4187
137 千楽 飲食店 下本町20 962-1946
138 花見煎餅 菓子店 下本町28 962-0394
139 ⑬ぬまづみなと商店街 カネキン露長商店 各種干物販売 千本港町114-2 962-4297
140 お茶処　志ひろ 小売業 千本港町122 925-3457
141 花鮮 魚介類干物販売 千本港町122-12 952-5626
142 魚健どんぶり屋・魚健 飲食店 千本港町124 963-0902
143 キットボックス プラモデル販売 千本東町5 962-4922
144 魚河岸　丸天　魚河岸店 飲食店 千本港町114-1 963-0202
145 魚河岸　丸天　みなと店 飲食店 千本港町100-1 954-1028
146 Cafe＆Diningbar　Gauran 飲食店　カフェバー 千本東町25-1 951-6662
147 いなろ食堂 飲食店 千本港町122-17 963-0176
148 どんぶり　京屋 飲食店 千本港町115-4 952-8080
149 魚為 鮮魚販売 下小路町358 962-0707
150 四代目弥平 干物販売 千本港町2 951-0008
151 双葉寿司 寿司屋 千本港町121-8 962-0885
152 玉子焼　木村屋 飲食業 千本港町115-14 963-9901
153 横屋 干物販売 千本港町115-4 962-3142
154 さすよ亭 食事処、鮨処 千本港町99 962-2727
155 サスヨ海産　本店 鮮魚、干物販売 千本港町105-1 951-5661
156 サスヨ海産　支店 鮮魚、干物販売 千本港町99 962-2728
157 すし処　古川 飲食店 千本港町115-4 964-4141
158 うなぎ処　京丸 飲食店 春日町33-7 951-0358
159 沼津港　かもめ丸 飲食店 千本港町101 952-3639
160 さかなや　千本一 飲食店 千本港町101 952-0025
161 みやげもんや　湊いち 土産販売 千本港町101 952-3645
162 沼津港　伊豆海屋 土産販売 千本港町101 952-3640
163 ⑭その他地区 ゴトー　沼津バイパス総本店 紳士服他販売 沼津市緑ヶ丘10-1 922-0510
164 ユニクロ沼津店 衣料品販売 寿町7-1 929-1801
165 安心堂　沼津店 貴金属販売 三枚橋427-2 925-8100
166 マックスバリュ沼津沼北店 スーパーマーケット 沼北町2-17-22 926-1680
167 マックスバリュ沼津南店 スーパーマーケット 西島町10-1 932-3151
168 マックスバリュ沼津柳町店 スーパーマーケット 柳町3-15 924-5033
169 マックスバリュ沼津カタクラパーク店 スーパーマーケット 大岡1020-1 964-2300
170 グラッテ香貫店 スーパーマーケット 下香貫西村1472-2 932-7001
171 洋服の青山　沼津本店 紳士服販売 杉崎町13-59 926-2643
172 洋服の青山　沼津リコー通り店 紳士服販売 寿町2-3 921-2375
173 マクドナルド沼津インター店 ファストフード 岡一色390-1 926-5990
174 マクドナルド沼津コープ店 ファストフード 大岡1930-1 927-2511
175 マクドナルド沼津駅北口店 ファストフード 新沢田2-43 920-6620
176 マクドナルド沼津学園通り店 ファストフード 高島町6-12 929-6663
177 マクドナルド沼津原店 ファストフード 原1531-1 969-3323
178 マクドナルド1号線沼津店 ファストフード 東椎路505-1 920-8200
179 マクドナルド香貫店 ファストフード 上香貫三園町1389 931-9294
180 クリエイトSD　沼津新沢田店 ドラッグストア 新沢田町16-48 920-7000
181 クリエイトSD　沼津三園町店 ドラッグストア 三園町5-12 935-1601
182 クリエイトSD　沼津原店 ドラッグストア 原1071-2 969-2750
183 クリエイトSD　沼津東椎路店 ドラッグストア 東椎路1473-1 929-0581
184 クリエイトSD　沼津北高島店 ドラッグストア 北高島町4-5 929-1611
185 クリエイトSD　沼津大岡店 ドラッグストア 大岡2380-1 929-1367
186 クリエイトSD　沼津間門店 ドラッグストア 東間門2-2-2 964-1081
187 串特急　沼津リコー通り店 飲食店 寿町23-1 921-4727
188 串特急　沼津駅南口店 飲食店 大手町5-8-21　スーパーマルトモビル2F 963-3347
189 Hamburger&Café 沼津バーガー 飲食店 千本港町83-1 951-2022
190 伊酒屋ダイニング　海人　沼津駅前店 飲食店 大手町1-1-2　FDIビル7F 962-7636
191 駿河うお菜　沼津駅前店 飲食店 大手町1-1-2　FDIビルB１F 951-7511
192 エスポット沼津駅北店 スーパーマーケット 北高島町2-29 929-2211
193 マミー三園店 スーパーマーケット 三園町5-22 931-4191
194 マミー西沢田店 スーパーマーケット 西沢田373 924-0020
195 マミー原町店 スーパーマーケット 青野38-1 969-4333
196 業務スーパー大岡沼津店 スーパーマーケット 大岡1870-1 929-8500
197 かに料理　沼津甲羅本店　八宏園 飲食店 上香貫東本郷町1838 933-5555
198 ａｕショップ　沼津原 携帯電話販売 原町中3-13-22 969-2220
199 ドコモショップ　沼津原店 携帯電話販売 原1787 969-3333
200 ゆうが沼津 飲食店 大手町2-1-1ポルト沼津4Ｆ 964-6700
201 赤から沼津店 飲食店 米山町1-5 941-9999
202 焼肉カルビ一丁　沼津店 飲食店 高島本町8-56 925-5600
203 自然食レストラン　わが家の台所 飲食店 五月町17-22 929-1234
204 カラオケ　ラジオシティー沼津駅北店 カラオケ店 米山町1-5 925-3111
205 眼鏡市場沼津香貫通り店 眼鏡販売店 御幸町16-20 934-2118
206 眼鏡市場沼津原店 眼鏡販売店 原字東沖1787-1 969-3302
207 眼鏡市場沼津リコー通り本店 眼鏡販売店 寿町21-41 923-4088
208 眼鏡市場沼津大岡店 眼鏡販売店 大岡1452-1 964-0008
209 セブンイレブン沼津東原店 コンビニエンスストア 東原227-1 967-2221
210 セブンイレブン沼津井出店 コンビニエンスストア 井出1742 969-3211
211 セブンイレブン沼津西椎路店 コンビニエンスストア 西椎路227-1 946-5568
212 モスバーガー沼津五月町店 飲食店 五月町4-20 925-2339
213 モスバーガー富士急沼津店 飲食店 大手町3-2-1 951-1173
214 マルサン書店駅北店 書店 北高島町8-6 922-7772
215 石橋園 製茶 鳥谷283-2 966-6706
216 ファミリーサロン　スカット 理髪店 寿町22-1 919-0973
217 セブンイレブン沼津寿町店 コンビニエンスストア 寿町3-5 926-8525
218 福六寿 寿司店 若葉町1-43 921-3650
219 萬来軒　支店 中華料理店 柳町6-38 921-3342
220 海老や 飲食店 高島町15-9 924-3655
221 ドミノ・ピザ　沼津リコー通り店 宅配ピザ 高島本町15-1 929-2277
222 正春武道具製作所 武道具販売 庄栄町9-18 921-8017
223 シェ・ワタナベ本店 飲食店 宮前町7-7 923-0141
224 シェ・ワタナベ学園通り店 飲食店 日ノ出町1-15 922-0081
225 レストラン　カスケード 飲食店 いずみ町13-14 925-6454
226 石窯パン工房　しゃんぴによん添地店 パン製造販売 沼津市添地町49 962-2755
227 石窯パン工房　しゃんぴによん三園店 パン製造販売 沼津市三園町13-43 932-0833
228 日本料理　真乃文 飲食店 沼津市添地町117 952-7808
229 澤田プロゴルフショップ沼津店 ゴルフ用品販売 沼津市西条町160 951-4036
230 シェ・グランピエール 飲食店 岡宮991-27 923-9509
231 うどんや叶 飲食店 五月町4-20 924-9515
232 金岡サイクル 自転車販売店 江原町6-3 921-8466
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