
☆印は共通券のみ使用可 加盟店数 179店 令和4年12月27日
食品・グルメ

店名 行政区 電話 取扱商品
お台処ぽんぽこ 仁田 979-8232 さつまあげ・とり唐揚・みそかつ
㈱田子の月函南店 仁田 979-0202 田子の月もなか・富士山頂・富士山御蔭餅
農産物直売所フレッシュ函南店 仁田 978-1101 農産物
秋山商店 仁田 978-3348 米・卵
きゃん南ホルモン 仁田 948-9543 ホルモン・牛タンステーキ・馬刺し
ＢAＫＥＲＹ　Ｒａｐａｎ 仁田 957-0978 湧水食パン・メロンパン・クロワッサン
手打宏房 饂飩亭 仁田 978-7372 うどん・天ぷら
とりバックス函南店 仁田 970-1594 焼き鳥・釜飯・唐揚げ
かつ政函南店 仁田 970-1700 とんかつ
レストラン　Ｋｉｙａ 大土肥 978-0801 丹那のカニクリームコロッケ定食・丹那のカニクリームコロッケ&ハンバーグ・函南クラシックぷりん

炭火焼肉まこと 大土肥 978-5000 焼肉・冷麺
㈱姫沙羅 大土肥 978-3233 うな重・テイクアウト・松花堂弁当
☆マックスバリュ函南大土肥店 大土肥 978-7741
らんちてい熱函店 大土肥 950-8580 からあげ弁当、ヤキニク・からあげミックス弁当、幕の内弁当

ほまれ寿司 大土肥 978-9620 寿司・煮魚・焼物
カフェテラス　ロブロイ 大土肥 978-6961 店内お食事・パスタ・アルコール
キッチンひまわり 大土肥 979-5077 弁当
もんれぇぶ 大土肥 978-0061 食パン・菓子パン・プリン
㈱石舟庵函南店 大土肥 978-9800 プリン・百花譜・みかんの花咲く丘
甘味処むすび・むすび商店 柏谷 945-9611 コーヒー・おむすび・食料品
okomeya 柏谷 928-9083 お米
㈲岩崎食糧 柏谷 978-2933 米穀・飼料
みよし 畑毛 978-3240 寿司・生そば・定食
ファミリーマート函南畑毛店 畑毛 970-0070 食品・日用品・酒
業務スーパー函南店 平井 0545-36-1171 食品
富田製茶 平井 978-6204 緑茶・ほうじ茶・抹茶入り玄米茶
セブンイレブン函南平井店 平井 978-8927 食料品・酒・日用品
大黒や 平井 0 刺身・天ぷら・煮物
トラノコ洋菓子店 平井 948-9351 焼菓子・ケーキ・アイスクリーム
一亭 平井 090-1565-3747 ホットドッグ・ローストビーフ丼・コーヒー
Ｔｅａ＆Ｃａｋｅ遊 平井 978-8854 富士山モンブラン・生チョコのケーキ・黒カレー
セブンイレブン函南柏谷店 平井 978-5070 酒・ドリング・弁当
町のパン屋さん　こんがり 平井 979-5222 菓子惣菜パン・サンドイッチ・食パン
ハムハウス　グリム 丹那 974-1585 ハム・ベーコン・ソーセージ
函南東部農業協同組合 丹那 974-0011 乳製品・食料品・雑貨
ファミリーマート函南丹那店 丹那 945-0101 米飯・パン・酒類
Sensa-Banbetsu 上沢 919-6262 チョウザメ・キャビア
㈲丸屋酒店 間宮 978-5010 地酒・焼酎・贈答品
POLONAISE 間宮 080-1628-8513 ランチ・ビーフシチュー・シェフのおまかせコース
ブレッド・ガーデン 間宮 979-6163 食パン・菓子パン・調理パン
CHICO★SPICE（チコスパイス） 間宮 080-6712-2988 スパイスカレー・カレールー
焼肉　善 間宮 978-8223 和牛カルビ・ハラミ・クッパ
居酒屋趣房　Ｌａ風 間宮 979-6003 やきとり・サラダ・ピザ
☆マックスバリュ函南店 間宮 978-5811
☆マックスバリュ函南間宮店 間宮 970-2700 食料品・医薬品・日用品
お茶の丸大園 間宮 978-3340 日本茶
二代目多良福 間宮 979-2408 お好み焼き・赤イカ刺身・玉子焼き
つばさ寿司函南店 間宮 978-9046 店内お食事・寿司テイクアウト
やまもと 間宮 978-6669 刺身・魚料理・うなぎ
韓国料理ジヌ家 間宮 070-4104-9450 サムギョプサル・チヂミ・キンパ
セブンイレブン函南間宮店 間宮 979-1270 食料品・日用品・雑誌
五味八珍函南店 間宮 979-5355 ラーメン・餃子・チャーハン
☆エブリィビッグデー函南店 間宮 970-1239 生鮮食品・一般食品・雑貨
ジョナサン函南店 間宮 970-0020 ハンバーグ・ステーキ・スパゲッティ

かんなみプレミアム商品券
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食品・グルメ
店名 行政区 電話 取扱商品

コメダ珈琲店　函南町店 間宮 979-3520 ブレンドコーヒー・シロノワール・サンドウィッチ
宅配すし　あらいそ函南大場店 間宮 970-1717 寿司・煮魚・ひもの
焼肉屋さかい函南店 間宮 970-2929 焼肉・飲料・一品料理
サガミ函南店 間宮 978-8871 そば・みそ煮込・手羽先
スナックみやび 間宮 979-7578 軽食・アルコール類
麺屋天一 間宮 979-1277 ラーメン・チャーハン・炒め物
㈲小戸橋製菓 間宮 979-9667 猪最中・バタどら・うりんぼう
フードストアあおき函南店 間宮 979-8181 青果・精肉・鮮魚
伊豆 丼丸 函南店 間宮 979-3159 丼（どんまる丼他）・カップみそ汁・お茶（ペットボトル）

セブンイレブン函南中央店 間宮 979-0015 食品・雑貨・タバコ
道の駅伊豆ゲートウェイ函南　物産販売所いずもん 塚本 979-1112 いずみるくのちーずけーき・丹那のキャラメルバターパイ・伊豆のはちみつバターサブレ

セブンイレブン道の駅伊豆ゲートウェイ函南店 塚本 970-0830 食品・飲料・たばこ
セブンイレブン函南塚本店 塚本 979-8525 食品・日用品・たばこ・酒
沼津魚がし鮨　函南店 塚本 944-6003 寿司・和食
グリーングリルキセツ 塚本 957-0887 生トマト・トマト加工品
タリーズコーヒー伊豆ゲートウェイ函南店 塚本 970-5115 ドリンク・パスタ
㈱協和アルテック南箱根農園 塚本 978-3383 トマト・トマト加工品
びっくりドンキー函南店 塚本 978-0770 ハンバーグ
赤から函南店 肥田 979-6666 焼肉・鍋
松福函南店 肥田 957-0387 ラーメン・チャーハン・ギョウザ
魚平 肥田 979-9797 刺身・干物・その他魚類
尾崎魚店 肥田 978-2297 鮮魚・野菜・乾物
らーめんもかすけ 新田 944-6360 鶏白湯らーめん・辛口とんこつつけ麺・チャーハン
ホルモン鈴木屋 八ツ溝 979-7337 ホルモン・焼肉・台湾もつ鍋
ピザーラ三島大場店 八ツ溝 978-5501 ピザ・パスタ
ケーキ・デポ 宝蔵台 944-6602 米粉のロールケーキ（3個入）・フロマージュ（チーズケーキ）（5個入）・チョコレートケーキ（2個入）

La Boheme エメラルド 070-4008-7405 ピザ・コーヒー・チーズケーキ
セブンイレブン南箱根ダイヤランド店 ダイヤランド 974-1555 食料品・雑貨
レストラン森の里 ダイヤランド 974-0211 パスタ・定食・おそば

理美容・健康
店名 行政区 電話 取扱商品

仁田美容室 仁田 978-4874 カット・パーマ・カラー
ウィンズ 仁田 978-2566 化粧品・健康食品
Ｒｉｃｈ　Ｍｕｓｅ 仁田 978-7179 ヘアーメニュー・リラクゼーションメニュー・ヘアケア製品

美容室ウイズ 大土肥 978-6960 美容全般・店販
ヘアーサロン・オオタ 大土肥 978-2913 ヘアーカット・アイロンパーマ・ヘアーカラー・レディースカット

pelvista 柏谷 090-9919-8650 整体
ＡＫＩ統合ＣＬＩＮＩＣ 柏谷 070-8514-7525 シャワーヘッド及び健康グッズ、美容関係、義肢装具製作

Nail＆RAS『i…』 平井 080-5101-1633 ネイルサービス・美容品・ストレス解放セッションRAS

ひだまり 平井 979-5350 アロマを使ったタッチセラピー・ヒーリング・カラーセラピー

naturefeel 上沢 080-4224-4240 フェイシャルマッサージ・ボディマッサージ・脱毛
内田理容所 上沢 979-5604 カット・ヘアカラー・パーマ
ヘアーサロンヤマダ 上沢 978-3591 ヘアカット・ヘアカラー・パーマ
坂本竜馬整骨院 間宮 944-6427 自費施術、物販商品
UESUGI美容鍼灸整骨院 間宮 979-8780 美容鍼・鍼治療・整体
Hair salon 凛 間宮 900-8641 カット・カラー・エステ
フジ美容室 間宮 978-3349 カット・カラー・パーマ
リロンデール元気堂 塚本 979-0151 パーソナルトレーニング・ヨガ・整体
ルア　ノーヴァ 肥田 090-8734-0816 ハンドネイル・フットネイル・ハンドケア
ヘアーサロンジョイ 白道坂 978-6117 理容一般・アイロン、パーマ・ヘアーカラー
アイラッシュサロン　リンネル 宝蔵台 080-9490-2037 まつげエクステ・まつげパーマ、アイブロウワックス・フェイスワックス、よもぎ蒸し
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観光・レジャー
店名 行政区 電話 取扱商品

㈲グリーンヒル函南 柏谷 979-1491 プレー代
湯～トピアかんなみ 柏谷 970-0001 日帰り温泉・レストラン・売店
富士見館 畑毛 978-3014 宿泊・入浴
伊豆畑毛温泉誠山 畑毛 978-3661 レストラン・宿泊・日帰り温泉
雄大ゴルフセンター熱函 平井 978-6780 ゴルフ練習
㈱それいゆ観光 平井 945-9333 貸切バス運行
酪農王国オラッチェ 丹那 974-4192 ソフトクリーム・風の谷のビール・丹那ハコブタポークソテー

月光天文台 桑原 979-1428 入館料・天文グッズ・カフェ
函南ゴルフ倶楽部 桑原 978-3220 ゴルフプレー・飲食・土産
十国峠レストハウス 桑原 0557-83-6211 お土産品ほか・そば、うどん他の飲食・ケーブルカー
十国峠ケーブルカー 桑原 0557-81-6895 ケーブルカー
山本食品伊豆わさびミュージアム（三島わさび工場） 塚本 970-0983 わさび漬・わさびオイルふりかけアヒージョタイプ・わさびマヨネーズ

めんたいパーク伊豆 塚本 928-9012 明太子・たらこ・明太子加工品
ラジオシティー函南店 肥田 979-3333 カラオケ

車・ガソリンスタンド・自転車・バイク
店名 行政区 電話 取扱商品

トミオカ輪店　熱函店 仁田 979-6769 自転車・バイク・修理
㈲水口モータース 大土肥 978-3492 車検・鈑金・修理
加藤自転車店 上沢 978-2147 自転車・バイク
タイヤガーデン函南 間宮 978-2940 タイヤホイール販売・交換作業・パンク修理
スズキ販売函南㈲ツユキオート 塚本 978-8822 車両代・修理代・部品代
杉本自動車整備工場 日守 978-6845 自動車整備・自動車部品

土木・建築・水道・リフォーム
店名 行政区 電話 取扱商品

岩本塗装 平井 956-0583 建築塗装・防水・コーキング
㈱小塚工業 平井 919-3164 塗装全般・高圧洗浄
㈱平幸電気 大竹 900-1810 電気設備工事
㈱鈴絋建設 大竹 978-2163 外工工事
㈲岩城ホームサービス 塚本 978-1127 リフォーム、上下水道工事、エアコン・空調工事
電気工事のうちや 柿沢台 090-3421-6387 超音波ねこフン害軽減器（ねこちゃんしないで）・電気工事
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生活・暮らし
店名 行政区 電話 取扱商品

フローリスト花咲 仁田 978-9633 生花・観葉植物
メガネのウィンク函南店 仁田 979-1807 メガネ・補聴器・生活の不関係の商品
㈲三栄ホーム 仁田 979-6100 不動産・リフォーム・建築
ＡＲＡＫＡＷＡ 仁田 978-5122 時計・眼鏡・宝飾
ＲＩＣＨ　ＤＥＳＩＧＮ 仁田 080-8847-4058 本革商品・ランドセルリメイク・ワークショップ
ウエルシアルピア函南店 仁田 970-2489 医薬品・化粧品・食品等
美洗館　仁田店 仁田 979-3661 クリーニング
富士伊豆農業協同組合函南営農経済センター 大土肥 978-2581 肥料・農薬・米
㈲植松洋品店 大土肥 978-2444 婦人服・スクール用品
スタイルワンダ　函南店 大土肥 948-9512 ペット・トリミング・ペットフード
仁科畳店 柏谷 978-3479 新畳・畳表替え・畳裏返し
さのでんき 柏谷 979-3022 パソコン・家電品・電気工事
東や商店 柏谷 978-2479 学生衣料・文具
函南タクシー 平井 978-2822 タクシー
ウエルシア函南平井店 平井 970-3100 医薬品・化粧品・食品等
美洗館　大土肥店 平井 978-3826 クリーニング
リンクス杉﨑 上沢 978-0051 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ家電品・電気工事・リフォーム
フィットファースト 間宮 979-2369 シューズ・インソール・フットケア
チクマ函南ラフネストゥループ 間宮 978-3777 洋服・アクセサリー・雑貨
チクマ函南ミニマルコンセプト 間宮 979-4765 洋服・アクセサリー・雑貨
☆エスポット函南店 間宮 0545-36-1171 日用雑貨・カー用品・園芸用品
ダスキン　サービスマスター　ミリカ 間宮 979-0391 清掃
風虹ノ杜 間宮 090-3830-0022 アート・アートレンタル・絵画レッスン
ウエルシア函南間宮店 間宮 970-0589 医薬品・化粧品・食品等
㈱たかやなぎ　函南店 間宮 979-7117 食品・洗剤・繊維
スギ薬局函南西店 間宮 945-9850 医薬品・日用品・化粧品
美洗館　田方工場前店 間宮 979-3023 クリーニング
美洗館　マックスバリュ函南間宮店 間宮 979-3399 クリーニング
美洗館　間宮店 間宮 977-6809 クリーニング
ラケットや函南店 間宮 978-1717 テニス用品・スポーツウェア・テニスシューズ
ニューホープサービスセンター 間宮 978-1621 掃除・買い物代行・洗濯
㈲中村園芸 塚本 978-9424 草花・山野草・観葉植物
☆ケーヨーデイツー函南店 塚本 979-7711 資材 園芸用品・日用品 家庭用品・インテリア 家電 ペット用品

ブックオフ函南店 塚本 978-8510 本・DVD・ホビー
メディアポリス函南店 塚本 978-1967 ゲーム機本体・ゲームソフト・トレカ
メガネスーパー函南店 塚本 979-7633 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
水口文具店 八ツ溝 978-3192 文具・事務用品・千代紙
美洗館　電建前店 宝蔵台 978-9918 クリーニング
㈱青野商店 仁田 978-3175 ガス・灯油・住宅設備機器
㈲梅原塗料店 仁田 978-3100 塗料・合かぎ・塗装工事
ポルタレイト（ルピア内） 仁田 979-1810 婦人服・雑貨・学校用品
ひまわりＢＯＯＫＳ函南店 仁田 978-7770 書籍、雑誌、文具
いわさき 大土肥 978-3161 工具・金物・雑貨
犬の美容室　サンフラワー 平井 080-6957-9212 トリミング・ケア用品
㈱杉山洋品店函南店 間宮 979-3443 肌着・靴下・雑貨
花と画材のコスモス 間宮 978-9067 花鉢・画材
カグラス／ふくろう 間宮 978-3583 家具・寝具・雑貨
風タクシー 間宮 978-1378 タクシー
ＴＳＵＴＡＹＡ函南店 塚本 979-7900 ＣＤ・コミック・ＤＶＤレンタル、ＣＤ・ＤＶＤ販売、書籍

函東塾 宝蔵台 978-0025 学習塾
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