
静岡中央銀行
焼津支店

Ｎｏ 店舗名 業種 住所 電話番号（054）

1 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ　MASUYA　　　　　　　　婦人・子供服小売 焼津市本町2-11-5 629-2000

2 メガネのマツナガ 時計・眼鏡・光学機械小売 焼津市本町3-9-23 628-7692

3 はぁとふる 飲食料品小売 焼津市本町3-4-12 627-8098

4 木形屋洋装店 衣服・身の回り品小売 焼津市本町3-5-9 628-2549

5 酒・たばこ早川酒店 酒類小売 焼津市本町3-9-28 628-2746

6 お菓子のヤマカワ 菓子・パン小売 焼津市本町3-9-28 629-3933

7 サカエヤ化粧品店 医薬品・化粧品等卸売 焼津市本町3-7-5 628-2871

8 手芸･ボタントヨシマヤ 織物・手芸品小売 焼津市本町3-7-6 628-3287

9 ｺｰﾋｰ乃川島焼津店 飲食料品小売 焼津市本町3-7-7 627-7553

10 理 容 杉 山 理容・美容 焼津市本町4-6-14 628-8662

11 お食事処 ふ た ば 一般飲食 焼津市本町4-7-14 628-2336

12 鈴 木 薬 局 医薬品・化粧品小売 焼津市本町4-7-15 628-3337

13 ポニー 婦人下着・靴下販売 焼津市本町4-14-13 629-3237

14 婦人服 え こ う 婦人・子供服小売 焼津市本町4-13-13 628-2649

15 ㈱ 金 虎 水産食料品製造 焼津市本町4-12-10 626-6668

16 もちの岡部屋 菓子・パン小売 焼津市本町4-10-17 628-4862

17 ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｯｼｮﾝ　リトルエンゼル 婦人・子供服小売 焼津市本町4-10-17 627-4977

18 喫茶さくらや 飲食・喫茶 焼津市本町2-12-8 629-8681

19 ボディケア　IYASHIRO リンパ・骨盤矯正 焼津市本町2-14−13 090-3384-1846

20 コスモ薬局 医薬品・化粧品小売 焼津市本町2-12-8 621-3771

21 カ リ ヨ ン 手工芸品小売 焼津市本町2-12-8 626-9585

22 ローマ写真ｽﾀｼﾞｵ 写真撮影 焼津市本町4-14-9 628-3955

23 八木雑貨屋 駄菓子・生活雑貨 焼津市本町3-8-13 626-3375

24 ランチステーション 弁当・惣菜販売 焼津市栄町2-2-19 627-8515

25 魚 銀 商 店 鮮魚小売 焼津市栄町2-3-18 628-2505

26 ナカノ金物店 金物・荒物小売 焼津市栄町1-3-1 628-7365

27 油屋呉服店 呉服・服地小売 焼津市栄町3-1-16 629-5533

28 や き つ 家 水産加工品販売・鰹縞ｼｬﾂの販売 焼津市栄町3-1-13 627-6415

29 アンビアツアーズ 旅客・ツアー 焼津市栄町2-2-21 620-7725

30 ﾚﾃﾞｨｰｽ あぶらや 婦人服販売 焼津市栄町4-1-2 627-1450

31 和菓子工房吉野 菓子小売 焼津市栄町4-1-3 628-3926

32 ﾚﾃﾞｨｰｽ マ　ス　ダ 婦人服販売 焼津市栄町4-1-3 628-3073

33 丸 玉 園 茶・茶小売 焼津市栄町4-1-4 628-4020

34 えるふぁんbyますや 婦人・子供服小売 焼津市栄町3-3-37 629-3937

35 福与時計店 時計販売 焼津市栄町4-2-1 628-2474

36 森屋青果店 果物・フルーツショップ 焼津市栄町4-2-3 628-4055

37 あんざい 健康食品・化粧品小売 焼津市栄町4-2-6 629-5588

38 パリジャンマツダ 菓子・パン小売 焼津市栄町4-2-7 628-4666

39 カナリヤ堂 書籍・文房具小売 焼津市栄町4-2-7 629-2020

40 たたらふとん店 寝具小売 焼津市栄町3-4-17 628-4429

41 い し は ら 呉服・服地小売 焼津市栄町3-5-25 627-1335

42 しばはら 医薬品・化粧品小売 焼津市栄町3-5-24 628-4298

43 ふ う み や 一般飲食 焼津市栄町4-3-1 628-2328

44 日建電業社 家庭用機械器具小売 焼津市栄町4-3-2 628-3346

45 ㈱イシワリ 食肉・総菜販売 焼津市栄町4-3-6 629-0298

46 シヴェール 婦人・子供服小売 焼津市栄町5-1-13 628-4870

47 山 正 亭 一般飲食 焼津市栄町4-2-2 629-0730

48 魚 い ち 一般飲食 焼津市栄町4-3-3 628-3662

49 和味亭 ラーメン 焼津市栄町1-2-2 628-3030

50 なないろ司法書士事務所 司法書士 焼津市栄町3-1-12 639-7941

51 ふわふわっふる ワッフル・飲料小売 焼津市栄町2-3-15 080-2162-1084

52 坂本鍼灸接骨院 鍼灸・接骨 焼津市栄町3-5-30 620-5000
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53 西 島 薬 局 医薬品・化粧品小売 焼津市駅北2-6-11 628-7061
54 ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟアンコール 生花小売 焼津市駅北2-7-12 627-8031

55 静興社製図部 土木製図・トレース・コピー焼津市駅北2-7-11 626-5960

56 洋品のキタハラ 衣服・身の回り品小売 焼津市駅北2-12-20 628-3405

57 ベルハウス 機械製造・販売 焼津市駅北2-12-17 628-3456

58 蒔山種苗店 花・種・苗・肥料 焼津市駅北2-12-16 628-3507

59 ＹＳ  ＮＡＫＡＮＯ 医薬品・化粧品小売 焼津市駅北2-9-5 628-4547

60 井鍋ふとん店 寝具小売 焼津市駅北2-9-6 628-2577

61 紅雲堂表具店 表具販売 焼津市駅北2-9-7 628-8664

62 イリタ清水商店 水産食料品製造業 焼津市駅北2-9-9 628-4873

63 ワラシナ菓子店 和菓子 焼津市駅北2-10-19 628-3014

64 でんきハウスムラマツ 家電小売 焼津市駅北2-11-19 628-2203

65 鮮魚仕出し みはら 鮮魚小売 焼津市駅北2-11-21 628-3856

66 山下カメラ 写真機・写真材料小売 焼津市駅北3-9-9 628-6083

67 新村こうじ店 糀加工食品製造販売 焼津市駅北3-10-23 628-4912

68 コヤマ薬局 医薬品・化粧品小売 焼津市駅北3-10-24 628-3982

69 広川精肉店 食肉小売 焼津市駅北3-10-25 628-6407

70 ムラヒロ 書籍・文房具小売 焼津市本町5-7-3 628-2606
71 秋山時計店 時計小売 焼津市本町5-7-4 628-3324

72 かるがも“夢”倶楽部 キッズサポート・食堂 焼津市本町5-7-5 622-3510

73 洋装店　カゲヤマ 呉服・服地・寝具小売 焼津市本町5-7-6 628-3945

74 お菓子司　角屋 菓子・パン小売 焼津市本町5-7-8 628-3870

75 メガネのサトウ 眼鏡・光学機械小売 焼津市本町5-11-3 628-4491

76 理容マチダ＆ラ・ボエム 理容・美容 焼津市本町5-11-15 628-6700

77 フローリスト　シブヤ 生花・園芸品販売 焼津市本町5-7-12 620-0111

78 マスダでんき 家電・OA機器販売 焼津市本町5-7-14 627-7574

79 ランジェリーブティック　さち 婦人下着販売 焼津市本町5-10-16 629-1335

80 ルアーショップ　マスオカ 釣具販売 焼津市本町5-8-15 628-5650

81 ハンバーガーショップ　キャノン 一般飲食店 焼津市本町5-8-18 627-7504

82 美容室　ポニーテール 理容・美容 焼津市本町5-8-19 629-2450

83 新村精米 米穀類小売 焼津市本町5-8-20 628-4222

84 港書店 書籍・文房具小売 焼津市本町5-9-3 628-2797

85 森田理容店 理容・美容業 焼津市本町5-9-8 628-2291

86 正秀刃物店 金物・荒物小売 焼津市本町5-9-9 628-3531

87 久保山園茶舗 茶　卸・販売 焼津市中港2-4-10 628-2995
88 東京薬局 医薬品・化粧品小売業 焼津市栄町3-7-9 628-2370

89 リトルエンゼル小川店 婦人・子供服小売業 焼津市西小川4-2-3 627-3050

90 アサダ石油 燃料小売業 焼津市本町3-1-16 629-5178

91 川口呉服店 呉服・寝具小売業 焼津市小川新町1-14-14 629-5290

92 泰栄堂 印鑑・印章販売・事務用品 焼津市本町2-16-43 628-5008

93 泰栄堂石津店 印鑑・印章販売・事務用品 焼津市石津向町20-11 624-1616

94 さんこう西小川店 婦人・子供服小売業 焼津市西小川4-1-1 620-3077

95 青野酒店 酒類小売業 焼津市本町4-2-3 628-3282

96 インテリア　ハラトモ 家具・建具小売 焼津市本町5-6-10 627-9110

97 岡村家具店 家具・建具小売 焼津市本町5-1-8 628-2221

98 小川店 焼津市小川新町1-13-2 629-4635

99 田尻店 焼津市田尻421 624-3213

100 登呂田店 焼津市東小川2-16-14 629-2166

101 西焼津店 焼津市小柳津531 626-5522

ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 102 ジョイフルパル ホームセンター 焼津市西小川1-2-1 629-5188

焼津 103 登呂田店 書籍・文房具販売 焼津市西小川2-1-8 629-4848

谷島屋 104 大富店 書籍・文房具販売 焼津市大住683-1 626-0667

タ
ケ
ル
く
ん
カ
ー

ド

加
盟
店
会

田
子
重

スーパーマーケット

西
町
通
り
商
店
街

神
武
通
り
商
店
街


