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居酒屋いわい 22-9570 築館伊豆2-14-8

居酒屋 花の季 090-6680-8710 築館伊豆2-10-5 2F202

おかってマルシェ 22-3110 築館照越永平1-1

お食事処 アロマゲート 22-6237 築館藤木2-10

鴨よし 22-5334 築館唐竹林82-3

幸之助 24-7729 築館字照越永平71-6

ご馳走ダイニング満てん 22-6030 築館薬師4-10-16

時代屋りらく・炙り屋りらく 22-8835 築館薬師4-5-12

酒喰亭じゃらん 24-8077 築館藤木6-8

純喫茶 ハッピー 22-7778 築館伊豆4-1-18

旬菜厨房 富貴菜 23-7771 築館宮野中央1-5-7

食事処 一休 22-9156 築館源光17-39

食事処 よつ葉 23-8322 築館薬師1-1-12

スナック アクトレス 22-8251 築館薬師4-12-16

スナック スコール 22-9411 築館薬師4-1-45

スナック ムーン 22-4350 築館薬師4-3-16

スナック ローズ フィッシュ 24-8864 築館薬師4-8-19

炭火いちば じゅう 23-8272 築館薬師4-1-45

炭火焼き鳥 轟や築館店 24-8105 築館伊豆2-13-1

そば・うどん 屋婦栄 22-3104 築館薬師4-2-25

蕎麦祥 23-2960 築館萩沢52-4

solea 070-8383-1938 築館下宮野中田138-1

ダイニングバーReturn 23-6651 築館薬師1-3-10

中華料理 白果楼 23-3470 築館青野1-30

中国酒家 紅龍 22-2074 築館薬師3-7-31

つどゐの竃 うたげ座 21-2688 築館宮野中央1-4-10

ディアレスト新館 24-7787 築館薬師1-2-11 2F

天然温泉たかもりの湯 24-7161 築館字上高森下24-1

富寿司 22-5421 築館宮野中央2-9-9

頓珍亭 22-2455 築館宮野中央1-12-4

ネネチキン 22-0410 築館薬師4-1-45 2F

B’COOL 080-1832-7597 築館伊豆2-10-5 2F

Bistro RAKU×蔵ive-クライブ- 24-7375 築館伊豆1-1-23

美味・旬菜タイ料理 龍や匠 24-8728 築館伊豆1-9-23

㈲楓林 23-6755 築館薬師4-9-39

平禄寿司 築館店 23-5007 築館藤木7-40

ホテルグランドプラザ浦島 22-4155 築館字下宮野町下18

まとい寿司 22-2860 築館薬師4-3-20

まりも寿司 22-1621 築館伊豆1-3-10

丸勝食堂 22-2686 築館伊豆1-8-35

まるよ 22-2018 築館薬師3-2-28

あいうえお順（５月末現在）

築 館 地 区
事業所名 電話 住所
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みやぎ冨美野 22-6066 築館字照越神田20-1

みゅーじっくカフェめぐ 080-6453-0920 築館青野8-52

養老乃瀧 築館店 25-4641 築館伊豆1-12-48 シャルマンビル1F

ラーメン竹田 23-7090 築館伊豆1-8-45

ラウンジ凜 22-6604 築館伊豆1-12-51プランドール・オメガ2F

りぼ・なんぶや 22-2130 築館薬師4-4-14

六角茶屋 22-5123 築館下宮野川北10-1

和風レストランまるまつ 築館店 22-3322 築館宮野中央1-5-6

和洋ダイニング 幸ん妃 24-7295 築館伊豆1-12-51 プランドールオメガ101

築 館 地 区
事業所名 電話 住所
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岩渕食堂 58-2010 高清水新町30-1

cafe chouchou（カフェ シュシュ） 080-5558-5701 高清水東館27-17

コンノドライブイン 58-2266 高清水忽滑沢35-51

だるまや 58-3750 高清水五輪44-10

本陣武田屋 58-2470 高清水新町18

あがらいん亭 59-2110 瀬峰船橋87-3

居食家あじあ 38-2220 瀬峰下藤沢160-1

お食事処 あすなろ 38-4551 瀬峰下田97-9

カラオケ喫茶 RIN-鈴- 080-9630-7029 瀬峰下藤沢121-4

カラオケスナック彩 38-2980 瀬峰下田98-6

寿司幸 38-3942 瀬峰根岸41-9

田口酒店食堂 080-5564-1665 瀬峰下藤沢159-1

花カフェ 花音（かのん） 24-8744 瀬峰根岸25-1

瀬 峰 地 区
事業所名 電話 住所

エポカ21 23-0021 志波姫新熊谷279-2

エポカ21・レストランＢ＆Ｊキッチン 23-0021 志波姫新熊谷279-2

カレーキッチン らんぷ亭 090-1816-3528 志波姫南八樟455-1

出張食処㈲勝武 090-2361-4919 志波姫北郷杉屋敷前42

寿司・食事処 ことぶき 25-3753 志波姫沼崎新田97

福徳園 23-0429 志波姫堀口源光4-3

ラーメンショップコスモス 22-7461 志波姫沼崎南沖626

ル リアン 090-8252-6669 志波姫新沼崎187-1

和食 源光 090-1491-8403 志波姫堀口源光1-8

志 波 姫 地 区
事業所名 電話 住所

高 清 水 地 区
事業所名 電話 住所
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アクセスらーめんショップ 32-7850 若柳字福岡谷地畑浦5-1

荒浜屋 32-3035 若柳字川南南大通13-1

ガーデンレストラン SPRING Rd. 24-9821 若柳字川北塚ノ根22-2

割烹 千鳥 32-3075 若柳字川南南大通8-5

カフェ・コロポックル 24-7975 若柳字上畑岡原20-6

カフェミール・ココ 24-7997 若柳字川北古川83 総合文化センター ドリームパル内

カラオケホール うた和い 32-6710 若柳字川南八木141-2

銀座ホルモン 32-2170 若柳字川北中町65-4

コーヒー＆ランチハウス ササキ 32-2179 若柳字川南南大通15-21

凰華 32-3394 若柳字川南南大通14-15

酒と肴 杏平 090-9747-7338 若柳字川北中町32-7

サロン・ド・テ・クリハラ 32-3916 若柳字川北大袋前16-1

三陸食堂 32-2510 若柳字川北新町72

地酒と肴 酔処（よいしょ） いちの家 32-3939 若柳字川北片町1-5 ディックビル1F

旬な酒場 㐂もと 32-6930 若柳字川北東若柳42

スナック 月虹 24-8754 若柳字川北片町1-5 ディックビル2F

スナック ラグーナ 24-7714 若柳字川北東若柳22

スナック ルパン 32-6563 若柳字川北元町32-3

スナック来璃歩（クリープ） 090-4635-5177 若柳字川北我門1-5

ダーツハウス AERZ 25-4778 若柳字川北中町25

たこ焼きバー たこふく 24-8806 若柳字川北元町2-3

手打蕎麦 あべちゅう 32-2373 若柳字川南南大通18-10

照寿し 32-4222 若柳字川北原畑73-1

とんかつ雅 32-5285 若柳字川南子々松213

ナイトスペース イヴ 24-8769 若柳字川北片町1-5 ディックビル2-2

ナイトラウンジ ルナージュ 24-7714 若柳字川北東若柳22

なんだりかんだり － 若柳字川北東若柳22

BAR麦笛 080-6057-3990 若柳字川北片町1-5 ディックビル2F

はさま会館 32-6789 若柳字川南南大通14-7

話し処「きままや」 090-2997-4465 若柳字川北新町裏250

パルロワール 32-6408 若柳字川南堤通3-30

満寿鮨 32-4979 若柳字川南南大通7-12

松井そば屋 32-2551 若柳字川南南大通15-20

やきとり居酒屋 ゆう助 24-7299 若柳字川北我門3-7

やきとりや 32-3187 若柳字川南南大通21-7

ゆき寿司 32-4392 若柳字川南南大通7-2

ら～めん 亘理 080-3333-7034 若柳字川北東若柳222

わかやなぎ農産物直売所くりでん 32-7707 若柳字川北塚ノ根27-1

和風レストランまるまつ 若柳店 32-5011 若柳字川南堤通13-1

若 柳 地 区
事業所名 電話 住所
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ありま館 44-2880 金成有壁新町3-1

居酒屋 一歩亭 42-2191 金成沢辺新往還下1-1

カラオケあい 44-3842 金成有壁館下30-7

金成温泉 金成延年閣 42-1121 金成三沢32

ごはんや Zucca 42-1943 金成大原木袖山222

十割そばの店 そば処本陣 44-2932 金成有壁新町24

食事処 雲龍堂 42-1450 金成入生田10-1

食事処 むらかみ 42-3788 金成干谷沢21-2

寿司と季節料理 せんなり 42-1252 金成沢辺新往還下14

ドライブインなかはら 44-2824 金成片馬合佐野原75-1

とんかつ屋金太郎 金成イオン店 42-2612 金成小迫荒崎２２

とんかつ屋金太郎 本店 44-3011 金成有壁下大沢田12-7

麺屋結う 24-7431 金成沢辺前門沢141-8

木香珈琲 080-4510-4025 金成沢辺内畑84-1

龍天鴻 42-1136 金成上町東裏27-1

金 成 地 区
事業所名 電話 住所
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青葉 45-5241 栗駒岩ケ崎六日町22

あるぼ 24-8925 栗駒岩ケ崎六日町86

大手屋 45-1516 栗駒岩ケ崎六日町66-2

Cafe かいめんこや 090-1169-1523 栗駒岩ケ崎六日町86

cafe bar Nonnon 24-8245 栗駒岩ケ崎上町裏131-5

元平寿司 45-5678 栗駒岩ケ崎上小路81

グリーンヒル浦島 45-5555 栗駒中野田町西157-1

コルトレーン 45-1678 栗駒岩ケ崎八日町41

松竹本店 45-1048 栗駒岩ケ崎茂庭町37

新湯温泉 くりこま荘 46-2036 栗駒沼倉耕英東95-2

スナック カンナ 45-1171 栗駒岩ケ崎町後5-1

スナックさくらんぼ 45-5537 栗駒岩ケ崎六日町76

大学食堂 45-1165 栗駒岩ケ崎六日町115-2

たいむカフェ 45-5727 栗駒岩ケ崎上小路78-1

髙野食堂 45-1151 栗駒岩ケ崎八日町33-1

ノースウェスト － 栗駒岩ケ崎町後1-2

ハイルザーム栗駒 43-4100 栗駒沼倉耕英東50-1

㈲ベルディ栗駒 45-1161 栗駒稲屋敷沼田45

文字屋 45-2346 栗駒岩ケ崎茂庭町33

焼肉 和幸 45-1552 栗駒岩ケ崎八日町31

侘びsuke 24-7927 栗駒片子沢渡丸沢94-2

和洋居酒家 禅 24-7798 栗駒岩ケ崎下小路19-1

和洋レストラン チロル 45-3185 栗駒岩ケ崎八日町22

食事処 だるま屋 55-2606 鶯沢南郷北沢50-10

鶯 沢 地 区
事業所名 電話 住所

栗 駒 地 区
事業所名 電話 住所
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会席料理 丸勝 52-2028 一迫真坂字町東181-2

亀屋 52-2077 一迫真坂字清水御免頭6-3

狩野魚店 52-2045 一迫真坂字中町11-2

食事処 味久 54-2588 一迫字一本杉743-2

食事処 和の倶楽 090-2273-0753 一迫真坂字清水田川4-1

長屋門カフェ いわさき花門 090-2885-5797 一迫字佐野原10

ま酒や 52-3305 一迫柳目字曽根除下47-1

夢眠 090-2369-5536 一迫山崎21

もぎたてフルーツ工房＆そば処 土里夢 24-8377 一迫片子沢上権平20-2

山口旅館 54-2825 一迫字川口新町26

らーめん弥治介 57-7550 一迫真坂字高橋9-15

湖畔のみせ 旬彩 43-5111 花山字本沢合道46-5

自然薯の館 56-2265 花山字本沢北ノ前112-1

ストアーもいずみ 56-2016 花山字本沢北ノ前36-1

手打ちそば 花舞の里 56-2170 花山字本沢切留5-4

温湯温泉 佐藤旅館 56-2251 花山字本沢温湯8-1

湯浜温泉 三浦旅館 090-8925-0204 花山字本沢岳山1-11

㈱ゆめぐり 花山温泉 温湯山荘 56-2040 花山字本沢温湯15-1

花 山 地 区
事業所名 電話 住所

一 迫 地 区
事業所名 電話 住所


