
平成31年1月10日現在

【長泉町】

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(055) 住所

1 アダオブヘアー 美容室 972-5950 長泉町竹原281の1

2 アニバーサリースイーツ　ハピネス ケーキ店 988-3667 長泉町下土狩626-4

3 ㈱岩崎ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ 建設業 971-9381 長泉町竹原396-3

4 羽毛工房サンウール 寝具店 988-5008 長泉町下土狩830-30

5 ㈱扇屋商店 洋品店 986-0670 長泉町下土狩1296

6 ㈱大川モータース 自動車修理・販売店 986-4853 長泉町中土狩1010-2

7 お菓子工房　HONEY 小売業 971-3105 長泉町竹原283-20

8 オートバックス246長泉 自動車用品店 988-7777 長泉町南一色8-1

9 カインズ長泉店 小売業 989-4111 長泉町南一色173-1

10 ㈲オールカーシステム 自動車販売店 988-2349 長泉町納米里9-23

11 梶山化粧品店 化粧品販売 986-8185 長泉町中土狩903-2

12 花樹園 生花店 987-0575 長泉町下土狩696-3

13 勝又石油店 ガソリンスタンド 986-2580 長泉町本宿240-1

14 パッケージプラザ　カトウ 小売業 975-1109 長泉町竹原405

15 ㈲喜作寿司 飲食店 986-2688 長泉町下土狩442-9

16 キミサワグラッテ 長泉店 スーパーマーケット 999-1001 長泉町下土狩380-1

17 ㈲クリエイティブ クボタオート 中古車販売店 987-1166 長泉町中土狩258-4

18 後藤精肉店 食肉店 986-1798 長泉町下土狩1131

19 ことぶきや洋品呉服店 洋品店 986-0546 長泉町下土狩1297-3

20 小原自動車工業㈱ 自動車整備業 986-1517 長泉町納米里78-1

21 サイトウ商店 肉・魚販売 986-7077 長泉町竹原36-2

22 ㈲サカエ屋 金物店 986-1024 長泉町下土狩1286-11

23 ㈱シエロホーム 建設業 972-2590 長泉町下土狩6-9

24 しずてつストア　長泉店 スーパーマーケット 980-5015 長泉町中土狩325-4

25 ㈲下山酒店 酒店 986-4472 長泉町下土狩933-2

26 下山米穀店 米店 986-3475 長泉町下土狩437-1

27 ショコラティエオウルージュ ショコラ店 950-9898 長泉町中土狩874-1

28 SPOPIA シラトリ 長泉バイパス店 スポーツ用品店 976-8009 長泉町南一色395-1

29 するが薬局 調剤薬局 988-3312 長泉町南一色425-7

30 生活協同組合ユーコープ 桜づつみ店 スーパーマーケット 988-9928 長泉町桜堤2-13-6

31 石舟庵 長泉店 菓子店 988-5858 長泉町下土狩1375-1

32 多田商店 菓子店 986-2695 長泉町下土狩509

33 ㈱つぼぐちフードサービス　長泉茶寮 飲食業 988-6655 長泉町中土狩539

34 寺本電機商会 建設業 986-6793 長泉町南一色368-2

35 東栄無線 電気店 986-4358 長泉町下土狩323

36 東静測量設計㈱ 測量・設計 987-2552 長泉町上土狩451-10

37 ㈲トータルポリッシュ 清掃業 986-3828 長泉町本宿3828

38 時計・メガネのヤマダ めがね・時計店 986-4493 長泉町下土狩1298

39 沼津魚がし鮨　流れ鮨 下土狩店 飲食店 986-4600 長泉町下土狩1042-5

40 葱工房 飲食店 988-4558 長泉町下土狩1782-5

41 ネッツトヨタスルガ㈱　長泉店 小売業 987-3111 長泉町本宿97

42 焙煎工房　豆や 小売業 987-8399 長泉町下土狩1321

43 パドック　ヤジマ タイヤ店 987-8109 長泉町南一色33-2

44 はまや 飲食業 987-2080 長泉町下土狩169-39

45 平野農園 小売業 090-5614-5255 長泉町元長窪543-3

46 フラワーショップ　ジェイエフシー 生花販売 988-4657 長泉町桜堤2-1-2

47 マックスバリュ 長泉竹原店 スーパーマーケット 975-5911 長泉町竹原383-9

48 マックスバリュ 長泉中土狩店 スーパーマーケット 987-2008 長泉町中土狩567-1

49 マックスバリュエクスプレス 長泉店 スーパーマーケット 988-3550 長泉町下土狩1350-1

50 ㈱三島ダイハツ 自動車販売店 987-9133 長泉町下土狩1791-1

※ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ、ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等につきましては、同一ﾁｪｰﾝ店でも、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

　　　　　　　　　長泉スマイルお買い物券　取扱店舗一覧表（地区別50音順）



平成31年1月10日現在

【長泉町（続き）】

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(055) 住所

51 みずほ美容室 美容室 986-1825 長泉町下土狩1286-24

52 麺屋　美鳥 飲食業 928-7066 長泉町本宿110-1メゾンあゆつぼ1F

53 焼とり　てっちゃん 飲食業 987-3310 長泉町下土狩83-1

54 ヤシマ石油 ガソリンスタンド 986-1717 長泉町本宿479-1

55 ㈲山田ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ プロパンガス 986-2439 長泉町下土狩681-1

56 ヤマダ理容 理容店 986-4587 長泉町下土狩1344-5

57 リヴィエールマラン 飲食業 941-9809 長泉町本宿212-13

58 和楽 飲食店 976-8009 長泉町竹原288-1

【三島市】

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(055) 住所

1 ㈲稲葉人形店 人形店 975-4232 三島市東町1-34

2 エース 三島店 スーパーマーケット 989-4400 三島市萩699-1

3 小野園 お茶店 986-6772 三島市徳倉1-21-11

4 ㈱川崎石材商店 石材販売店 987-1960 三島市萩257

5 マックスバリュ三島壱町田店 スーパーマーケット 988-2888 三島市壱町田172-1

6 キミサワ 加茂川店 スーパーマーケット 973-1088 三島市加茂川町16-45

7 キミサワ せせらぎパーク三好店 スーパーマーケット 983-6800 三島市三好町6-4

8 キミサワ 広小路店 スーパーマーケット 983-5500 三島市広小路10-6

9 金精 飲食店 971-8429 三島市加茂川町12-3

10 御馳走家　ごえもん 飲食店 975-3000 三島市北田町4-28

11 コミュニティスペース・ジモット 野菜販売・軽食 946-6841 三島市徳倉1-20-7

12 ニコニコ堂模型店 模型店 987-4706 三島市萩258

13 ㈱日進 自動車販売店 987-2277 三島市萩162

14 パティオ美容室 美容室 980-6565 三島市萩363-2サンビーム萩

15 馬場デンキ 電気店 987-2504 三島市徳倉4-18-12

16 美容室シャンプー 美容室 991-2333 三島市西本町8-8

17 マックスバリュエクスプレス三島本町店 スーパーマーケット 976-1650 三島市本町3-29

18 マックスバリュエクスプレス三島谷田店 スーパーマーケット 976-5432 三島市谷田23-1

19 三島ブックセンター 書店 987-8616 三島市萩267-1

20 ㈲ヤスナ 事務用品・文具店 972-1566 三島市西若町9-36

【裾野市・沼津市・清水町】

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(055) 住所

1 一の瀬 温泉浴場 992-1589 裾野市茶畑1769

2 マックスバリュベルシティ 裾野店 スーパーマーケット 992-5210 裾野市佐野1039ベルシティ裾野内

3 そば処　恋路亭 飲食店 997-3388 裾野市深良399-1

4 犬のアリス ペットショップ 923-5700 沼津市大岡2233-8

5 マックスバリュ 裾野茶畑店 スーパーマーケット 993-9901 裾野市茶畑字道添2-1

6 マックスバリュ 裾野店 スーパーマーケット 993-2600 裾野市佐野1513-1

7 豆久 豆菓子店 992-2222 裾野市伊豆島田192-3

8 ミニストップ 裾野伊豆島田店 コンビニエンスストア 993-3501 裾野市伊豆島田833-7

9 沼津・湯河原温泉　万葉の湯 ｻｰﾋﾞｽ業(日帰温泉) 927-4126 沼津市岡宮1208-1

10 串や桝 飲食店 994-1171 裾野市伊豆島田377-19

※ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ、ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等につきましては、同一ﾁｪｰﾝ店でも、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

　　　　　　　　　長泉スマイルお買い物券　取扱店舗一覧表（地区別50音順）


