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家庭電器
会社名 住所 業種 電話
ＭＩＫＩＴＥＣ 大柳609 家電販売 30-0018
アイ・ミヤムラ 阪本1339-1 家電小売業 38-2419
アラナミ電器 三ツ合町2685-7 家電品販売 37-2036
石神ラジオ店 川根町家山437-1 家電販売 53-2118
石沢電気店 金谷上十五軒1990-1 家電小売業 45-2008
いし電器 稲荷１丁目12-5 電気製品販売、修理 37-3934
伊藤電気 金谷扇町1896-10 家電販売 46-2813
オオツカホーム 阪本3220-1 家電販売 38-0010
小川電気 旗指１328‐1 電気工事、家電販売 37-8569
金谷電機㈱ 金谷本町2023-1 電気業 45-5151
㈱Blue Star 旭2丁目7-24 家電販売・電気工事 37-6275
㈱暁電工 相賀1141番の1 電気工事 32-1151
㈱五和電機 横岡新田60-3 電器販売 46-2141
㈱寿電機 高島町11‐50 家電販売 36-3728
株式会社大田 阪本1329-26 家電製品販売・電器水道工事 38-1522
㈱島田電機舎 船木290-3 家電販売 38-3231
㈱島田ホーエー家電 向島2857-1 家庭電器製品小売業 37-3800
㈱杉本電設 阪本1455-4 電気、水道工事・電気機器販売 38-0160
㈱東海家電 中河町488-11 家電販売業 37-5931
㈱ノジマ島田店 阿知ヶ谷63-29 デジタル家電製品販売･付帯工事･修理･技術指導 33-7811
㈱ホリウマ電器 細島1274-9 家電小売業 35-0522
川口デンキ 金谷天王町1588-66 家電販売・修理 45-3232
河村電化 新町通り6029-7 家電製品・通信機器販売小売 35-3373
ギオン電器 祇園町8500 家電販売 37-2754
キレートワイエー 中河町280-1 家電製品販売業 35-4170
クボタ電器 高島町6-19 家電販売業 35-4344
ケーズデンキ島田店 宝来町8-3 家電販売 33-1111
小坂電器店 元島田9267‐11 家電販売 36-0158
サイトー冷熱㈱ 中央町4-9 業務用冷凍冷蔵庫販売 37-0161
サンコーデンキ 本通７丁目6879-31 家電販売 36-9429
常栄電気 相賀389-1 電気器具販売 32-0431
鈴木テレビ商会 島田市横井4-8-14 家電品販売 37-3557
鈴春電器 東町20-6 家電小売 35-5857
曽根電機工事店 島田市向島町４５３８－５ 電気工事・電気器具販売 37-4691
電化ショップトヅカ 金谷天王町1839-3 家電 45-2504
電化のヨシデン 横岡新田70-2 家電販売業 47-2380
デンキHOUSEタムラ 島905-1 家電販売業 45-4531
でんきほそかわ 竹下447 家庭電気製品販売修理 45-3314
デンユー 阿知ヶ谷236-10 家電販売 35-1830
ナカデンキ 大井町2277 家電小売業 37-2398
松村電気 三ツ合町1164-10 家電販売 35-0535
三浦電気店 元島田9041-4 家電品小売業 36-6684
森下商事株式会社 金谷栄町346-6 ガス機器販売 46-2121
森田電器 若松町2498-24 家電販売 36-4102
森田電器 川根町笹間上665-6 家電販売 54-0049
森永電気商会 三ツ合町2677-2 家電販売・修理 37-3522
山田電気 東町1243-6 電気販売・工事 37-7704
㈲かわでん 大津通り8590番地の1 電気店 37-4591
㈲小泉電気商会 大柳南406 電気工事、電気機器、照明販売 38-0558
㈲山崎電機商会 稲荷4丁目17-13 家庭電化製品小売業 37-6400
㈲ヤマワ電気 中河町8948‐4 家電販売 35-6887

家具･室内装飾
会社名 住所 業種 電話
Ｔ．Ｉ　ｗｏｒｋｓ 金谷中町2193-6 室内装飾 46-1818
イワハナ装飾 川根町家山2568 室内装飾 53-2152
インテリア　オオタ 伊太1962-5 室内装飾 36-2892
インテリア　コムラ 本通７丁目7651-1 室内装飾・カーテン等販売 090-6809-1789
インテリア岡村 川根町家山427-1 室内装飾 53-2675
インテリア工房アプリコット 横井4丁目9番22号 カーテン類製作販売・小売 35-5135
大石商店 東町2083‐2 室内装飾 35-3617
㈱共栄社 本通1丁目2902-35 塗装・防水・内装工事業 36-3525
㈱藤田フォルムスしまだかぐ 中央町15-5 家具・インテリア小売 33-5880
室内装飾　シズオカヤ 横井3-22-29 室内装飾 36-4421
シンマ家具店 本通２丁目4-4 家具・インテリア小売 37-2976
スギモト装飾 稲荷2丁目17-53 カーテン・カーペット
家具等販売小売 37-7332
寿々木商事 横井4丁目5-22 室内装飾 35-2274
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鈴木装飾 大草635 室内装飾 37-1282
ちばや 本通7丁目8449 カーテン、ジュータン等販売 37-2475
日美装飾 阿知ヶ谷506-8 室内装飾 35-3148
原田装飾 落合46 室内装飾 37-6908
春沢インテリア 道悦４丁目31-31 室内装飾 37-0433
ビー・アイ・エス㈱ 向谷元町666‐１ カーテン等販売 34-0526
松永家具店 金谷東2丁目1854 家具販売 45-3383
山岸装飾店 旗指２９１３－１ 室内装飾 37-4647
㈲いしや商店 金谷栄町343-1 内装工事・襖紙販売 46-2468
㈲笠井不動産 河原１丁目3-42 室内装飾販売 33-0555
㈲高雄 稲荷３丁目11-30 室内装飾 35-5433
リ・ホームカンパニー 三ッ合町1228-9 室内装飾 36-1363

スーパー
会社名 住所 業種 電話
イオンビッグ㈱ザ・ビッグ金谷店 金谷扇町377-1 スーパーマーケット 46-5200
ウエダストアー 中溝町2580-15 青果小売 36-4108
㈱カネハチ初倉店 阪本1462-1 スーパーマーケット 38-1331
㈱静鉄ストア島田店 若松町2740 スーパーマーケット 33-1280
㈱静鉄ストア島田東店 東町2670 スーパーマーケット 33-0035
㈱食鮮館タイヨー稲荷店 稲荷4丁目20-16 スーパーマーケット 36-8888
㈱食鮮館タイヨー栄町店 金谷栄町3511 スーパーマーケット 46-2255
㈱食鮮館タイヨー元島田店 元島田256-3 スーパーマーケット 36-8033
㈱田子重島田中央店 中溝４丁目14-12 スーパーマーケット 36-7666
㈱ビッグ富士　エブリィビッグデー島田店 中溝町１５３２－１ 総合食料品小売業 33-1138
㈱ヒバリヤ 三ツ合町1313-1 スーパーマーケット 36-7566
業務スーパー島田店 中河町８９５４－１ 流通業 33-2266
暮しのセンターながい　島店 島７２０－６ スーパーマーケット 45-5513
生活協同組合ユーコープ　島田おびりあ店 本通3丁目３－３おびりあ館 スーパーマーケット 35-5060
竹中ストアー 中央町21-19 青果商 37-2624
バロー井口店 井口1136 スーパーマーケット 30-5577
フレッシュセブン横井店 横井3-4-10 スーパーマーケット 35-6221
マックスバリュ東海㈱マックスバリュ島田阿知ヶ谷店 阿知ヶ谷２５－４ スーパーマーケット 36-6201
㈲植野ストアー 金谷本町１943-1 青果食品小売業 46-2165
ユニー㈱アピタ島田店 宝来町8-2 総合小売 33-0811

食品
会社名 住所 業種 電話
ｋｕ-ｐａｎ（クゥ-パン） 旗指５３４－７　牛尾ビル１－８ パン製造販売 37-6515
patisserie OUBLIE 井口１４８１ 洋菓子製造販売 38-5660
アキヤマ 金谷扇町１９９７ 食品販売 45-3190
あつみや 道悦4-5-11 菓子製造販売 37-1515
飯塚茶舗 栄町3番の１ 茶小売 37-3933
泉屋商店 川根町家山936-8 豆腐製造・酒類販売 53-2110
稲葉屋菓子店 本通2丁目3-3 和洋菓子製造販売 36-1788
いばら魚店 本通七丁目8378 鮮魚・仕出し 37-4396
岩倉製茶 中央町２３－３５ 食品 35-0431
魚かん 本通7丁目7660-1-1 鮮魚販売 37-3793
魚㐂代 伊久美3766-4 鮮魚・仕出し 39-0018
魚幸 稲荷2丁目1-8 鮮魚小売 37-2752
魚茂 新町通1-5 鮮魚・仕出し 37-2979
魚宗ストアー 川根町家山705 食品小売業 53-2038
魚鶴 金谷中町２１４９ 鮮魚小売業 46-0058
魚藤商店 川根町抜里188-2 魚介類販売 53-2169
魚敏 中河町３８９－２４ 鮮魚、食料品販売 37-3915
魚六 幸町13-3 鮮魚・仕出し業 37-2543
大井川鐵道㈱ 金谷東2-1112-2 お土産品・弁当販売 45-2230
大井精肉店 向島町4575 精肉小売業 37-6962
太田屋商店 川根町家山301-11 鮮魚・仕出し 53-2063
小倉屋 日之出町2-22 菓子製造小売 35-4040
春日堂 幸町12-14 菓子製造販売 36-0239
カネ松製茶株式会社 東光寺４－１ 茶製造販売 37-7158
㈱朝日園 川根町家山372-1 茶製造販売 53-4058
㈱植田商店 川根町身成3086－2 酒類・食品・タバコ 53-2154
㈱お茶の佐寿喜園 阪本938-1 茶販売 38-2107
㈱かしはる　島田店 中河町285-15 菓子製造販売 36-7273
㈱カネス製茶工場直売店　和茶倶楽部 牛尾８３４－１ 茶販売 46-2069
㈱兼橋義蔵商店兼橋茶店 横井3-9-7 製茶販売 37-2673
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㈱河徳商店 川根町家山657-4 食料品小売業 53-3100
㈱寿園 川根町家山4153 茶製造卸業 53-3149
㈱島田ハム昭米 南1丁目5-32 精肉・惣菜・食料品 37-1186
㈱清水屋 本通二丁目5番の5 菓子製造販売 37-2542
㈱髙森商店 本通６－６０４６－６ 茶販売 36-6522
㈱東海軒大鉄フード 金谷東2丁目1443-1 お弁当製造・販売 45-5131
㈱濱野精肉店 若松町2739-1 精肉・そうざい 35-3820
㈱三浦製菓 川根町家山717-5 製菓業 53-2073
㈱みのや 本通2-4-10 菓子製造販売 37-2846
㈱山関園製茶 川根町身成3533 茶製造販売 53-2406
川口屋 大井町2327－3 菓子製造小売 37-3777
河守精肉店 阪本1446-31 食肉・惣菜販売 38-0105
桑原精肉店 本通１丁目1-17 精肉販売業 35-3258
ケーキ工房リモージュ 東町1383-2 洋菓子製造販売 36-9522
甲賀商店 島田市本通4丁目5-1 食料品販売 37-3069
コロリ 御請１０２６－４ 洋菓子製造販売 54-4795
佐の幸茶店 本通７丁目8380 製茶販売 37-1147
ジャパンバザール 阪本４２４５－３ 小売業 38-5505
旬菓　おほつ庵 中溝町2428-1 菓子製造販売 37-5448
シルベスター 本通4丁目1-10 パン製造小売 36-2402
新佳堂菓子舗 阪本1376-8 菓子製造小売 38-0028
スーパー丸幸 東町2027 食品販売 35-5157
鈴木商店 阪本1640 食料品 38-0838
ストアー魚八 竹下３４７－２ 食料品小売・各種仕出し料理 46-3408
住川食料品店 金谷下十五軒2102-1 食料品小売業 45-3014
住川米穀 金谷下十五軒2103-1 米穀・食品 45-2369
高岡米穀店 本通６丁目7848 米小売 37-2990
竹島園 大井町3-6 茶小売 37-6052
たこまん　島田初倉店 井口８４２ 和洋菓子販売 38-5688
たぬきや 本通６丁目7823-2 菓子製造販売 37-2430
内記米店 中溝町2425-5 米穀小売 37-3726
中村茶商㈱ 中河町１９４５－３２ 茶再製卸・小売 35-1501
七丁目清水屋 本通七丁目8416 菓子製造販売 37-3436
野島米店 川根町家山715-1 米穀販売業 53-2026
長谷川園 稲荷3丁目２－６６ 茶小売 35-3369
パティスリー　アルペンローゼ 阪本１４４４－６ 菓子製造販売 38-5002
ひろみちゃんのりんご園 牛尾３１３ 小売業 45-2294
藤田商店 新田町5-24 海産物加工店販売 37-6671
ポーズ 金谷代官町325-115 菓子製造 46-1050
ホームラン堂製菓舗 横井3丁目15-10 製菓 37-4733
増田商店 新田町8516 青果食料品販売 37-2621
マツオカ 阪本1451-3 食品販売 38-0606
マルイエしょうゆ川根本家 川根町家山796 味噌・醤油製造 53-2212
㊄ストアー 川根町家山936-13 食品販売 53-2134
マルツ魚店 阿知ヶ谷99-1 鮮魚・仕出し 37-2244
丸美屋 金谷栄町339-8 鮮魚 45-2711
三松家 大柳南321-1 おにぎり・菓子製造販売業 38-1202
村の市 川根町笹間渡18-1 特産品販売 53-2021
八木米店 川根町家山1030-11 米穀販売業 53-2721
八木和洋菓子店 阪本1446-32 菓子製造販売業 38-0025
山三産業㈲ 金谷河原2034 鮮魚・料理・仕出し弁当 45-2029
㈲中村菓子舗 本通7丁目7739 菓子製造販売 37-5658
㈲肉のかわもり 道悦５－２０－１ 食肉販売・卸・惣菜・弁当 35-0298
㈲肉のはつかの 本通４丁目1-12 精肉・そうざい 35-4129
㈲龍月堂 本通６丁目7847 菓子製造販売 37-3297
和菓子処　宝家 本通4丁目4-9 菓子製造販売 37-3830
若杉米穀店 宮川町2452-39 米穀食品 36-1070
若味商店 金谷根岸町135-1 青果食料品販売 46-2030

酒類
会社名 住所 業種 電話
泉屋 川根町家山９３６－８ 豆腐製造・酒類販売 53-2110
和泉屋酒店 元島田246-8 酒小売 36-2632
伊藤酒店 伊太1789-4 酒類小売 37-2727
大石酒店 横井４丁目6-3 酒類小売業 35-3313
太田原酒店 東町1-1 酒小売業 37-2676
大村屋酒店 金谷本町１９５８ 酒小売 45-2305
カネキチ㈱ 伊太1927番地 酒小売・食品卸売 35-2342
河辺商店 船木2065 酒・雑貨食品販売 38-3325
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栗田酒店 旭1丁目17‐33 酒類販売 37-4506
クロダ酒店 竹下486-3 酒類小売 46-3062
小蔦酒店 大川町１－１ 酒類販売 37-2951
酒創庫KAMEYA 御仮屋町8863-5 酒類販売 37-6155
酒やビック島田店 中溝町1531-12 酒・調味料販売 35-2870
酒やビック島田南町店 南1丁目4-33 酒小売 33-0828
サンエイ酒店 南1-2-22 酒類小売 35-4714
志田商店 牛尾605-2 米穀・酒販売 46-2256
竹島酒店 向島町３０６１－１ 酒類販売 37-3615
武田酒店 湯日3385-12 酒類・たばこ・食料品 38-0243
徳兵衛酒店 川根町家山685-1 酒類小売販売 53-2016
中屋酒店 横岡新田228 酒類小売 45-3208
麦酒屋　ほしの 大柳１００－７ 酒店 38-5011
森山商店 金谷泉町1832-7 酒類小売 45-2787
やまいち酒店 中溝町1404-1 酒類小売 36-1530
㈲田代酒店 阪本1352-1 酒類小売 38-0006
㈲原田酒店 本通7丁目8440-1 酒類小売 35-1239
リカーショップ　アオキ 本通６丁目6044-１ 酒屋 36-4122

服飾･身の回り品
会社名 住所 業種 電話
BABY&KID'S　Birthday 井口774-1 子供服販売 38-6087
ｆlｅｕｒｉ 大川町3-7グリ-ンリバ-サイド1F アロマ化粧品販売業 35-6021
HIROARCH　ヒロちゃん 本通七丁目7742-1 婦人服販売 39-5099
ｎａｉｌ　ｒｏｏｍ　ｋｉｒａｒｉ 向谷元町963-3 化粧品販売 35-7089
ＳＴＹＬＩＳＴサカハラ 扇町12-9 化粧品小売 36-1059
池田時計店 島田市阪本１３８９－１ 小売業 38-0061
伊藤洋品店 竹下486-3 洋品販売 45-3987
イマムラ洋品店 川根町家山706-1 衣料販売 53-2088
海野商店 幸町13‐1 衣料品・化粧品販売 37-3071
エステティックサロンいしだ（初倉店） 阪本1145-6 化粧品販売業 38-3167
大池化粧品店 本通7丁目８４１１－２ 化粧品小売 37-3532
大川家 川根町家山662-2 スポーツ用品・靴・雨具 53-2106
岡野時計店 川根町家山684-2 時計・眼鏡販売 53-2803
おしゃれショップダイコクヤ 金谷栄町3464 衣料品販売 45-2755
かざりや平林 本通６丁目7862 貴金属工芸 37-5614
カネユウ杉村商店 川根町抜里503-1 衣料品販売 53-2098
㈱ＡＯＫＩ　島田国１店 島田市御仮屋町8877-1 衣料品小売 33-2588
㈱Yoshimiアップルハウス島田店 島田市本通4丁目2-3 渡辺ビル 婦人服販売 37-7584
㈱天野屋呉服店 本通3丁目5-11 呉服販売 35-0011
㈱鈴菱 本通4丁目4-5 呉服・和装小間物・祭典用品 35-2908
㈱テーラートミヤ 本通7丁目8376 学生服販売 35-2241
㈱ファーストメディカルアイフレンド島田店 稲荷3-9-3 コンタクトレンズ、眼鏡等販売 35-6750
㈱福屋百貨店 本通７丁目8422-1 小売業（百貨） 36-4414
㈱マル惣吉田商店 金谷田町2143-1 洋品・寝具・着物・カーテン 46-2274
㈱丸平 本通5丁目1-12 化粧品販売 37-2640
㈱ミモザ 栄町2-3 衣料及び雑貨 37-2155
㈱メガネトップ　眼鏡市場　島田宝来店 南２－６－１０ 眼鏡小売 33-0428
㈱メガネの春田 本通2-3-5 眼鏡小売 35-3344
㈱洋品のカワサキヤ 金谷中町2100-1 洋服・洋品・制服 46-3056
㈱渡辺呉服店　仲屋呉服店 本通4丁目1-6 呉服小売業 37-3059
川根路はやかわ 川根町家山655-4 総合衣料・寝装品 53-2052
化粧品のムラタ 柳町8-3 化粧品小売 35-5176
コスメチックスいしま 本通7丁目8463 化粧品店 37-2403
佐藤時計店 大津通り1970-2 時計・貴金属 37-2272
島田ユニフォームセンター 本通４丁目3-9 衣料品小売業 35-5044
杉卓洋品店 阪本1395-1 洋品販売 38-0062
鈴木時計店 本通5丁目3-11 メガネ･時計･補聴器の販売修理 35-3381
たかはら靴店 本通6丁目7869 靴小売 37-4289
田村衣料店 川根町家山349-8 衣料品販売 53-3286
時計・宝飾・Ｂａｇワラシナ 本通4丁目2番の5 物品小売業 35-2552
とらや島田六合店 道悦１丁目15-1 衣料品小売 35-6870
ナルセ化粧品店 金谷本町2040 化粧品小売 45-2602
はらみいし商店 金谷栄町348-36 化粧品 45-2506
ビュティクリニックいしだ㈲コス・コーポレーション 三ツ合町1144-2 化粧品販売業 35-3303
ファミリーショップいわお商店 伊太1797 衣料品販売業 37-2419
フジヤ洋品店 本通2丁目2-2 衣料品小売業 37-4430
マーガレット 大津通7-4 婦人用品 35-6790
マツムラ洋服店 川根町家山641-2 洋品小売業 53-2068
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丸久化粧品店 大井町2307 化粧品・装飾品販売 37-2619
みどりや 川根町家山660-1 衣料・用品 53-2112
みのるや化粧品店 本通６丁目8366 化粧品小売 37-2833
みゆき洋品店 本通１丁目３-６ 洋品小売 36-5106
村松時計店 本通３丁目6-1 時計・宝石・メガネ販売 35-2653
メガネ・時計・補聴器のオオツカ 金谷本町2007-1-2 メガネ・時計・補聴器の販売 45-3073 
メガネ赤札堂　島田店 御仮屋町8779-1 メガネ･補聴器の販売 37-8000
メガネのパリミキ島田店 御仮屋町8765-5 メガネ･補聴器の販売 36-4988
㈲ゑびす屋呉服店 大井町2275-1 呉服販売 35-2446
㈲カワノ 川根町家山662-10 婦人洋品・ギフト小売 53-4355
㈲暮しの衣料むらい金谷店 金谷東1丁目1255-1 衣料品販売 46-1895
㈲暮しの衣料むらい島田東町店 東町1130 衣料品小売 36-8080
㈲コーデネイトサロンローザ 本通４丁目1番の13 婦人服小売 35-2321
㈲真工堂 金谷宮崎町2039 メガネ･時計･補聴器の販売修理 46-2403
㈲ムコウヤマ 本通7丁目8422-9 婦人服販売 37-3387
洋品の松田 本通7丁目7707-1 婦人洋品 37-2581
ヨコヤマ靴店 本通２丁目2-6 小売業 37-2709
よろずや 阪本3271 履物小売 38-1286
ラブリー 本通2丁目2‐9 衣料品店 35-5561

日用品･書籍
会社名 住所 業種 電話
池清ふとん店 金谷下十五軒2110 寝具小売商 46-2800
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田井口店 井口1121 薬局 38-7818
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田大津通店 大津通6-1 薬局 33-0900
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田御仮屋店 御仮屋町9530 医薬品販売業 33-1131
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田川根店 川根町身成4543 薬局 58-5022
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田しずてつ東町店 東町2685番地 薬局 35-7889
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田道悦店 道悦1丁目13-25 薬局 37-1828
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田若松店 若松町2727-1 薬局 33-1880
ウエルシア薬局㈱ウエルシア島田金谷店 金谷栄町3574-2 薬局 47-2525
カーマアットホーム金谷店 金谷泉町849-1 ホームセンター 47-2300
カーマアットホーム川根店 川根町身成北3413番地1 ホームセンター 58-5011
カーマホームセンター島田店 中央町14番地3 ホームセンター 34-1300
嘉十薬局 本通５丁目2-3 調剤・医薬品販売 37-2033
㈱いろは堂書店 宮川町２４７１－４ 書籍販売 35-2576
㈱エンチョー　casa&SWEN　島田店 宝来町８－６ アウトドア用品・インテリア雑貨 36-5551
㈱エンチョー　ジャンボエンチョー島田店 宝来町8-8 ホームセンター 37-1001
㈱オーイシ 金谷中町２０９１ 事務機・文具販売 46-1165
㈱オカダ 本通3丁目5-7 文具・事務機器販売 36-2626
㈱オカムラ 川根町身成3440-2 事務機・文具販売 53-4151
㈱クリエイトエス・ディー榛原金谷店 金谷河原391-1 薬局 46-5222
㈱コメリ　ハードアンドグリーン川根店 川根町身成４６９７－１ 日用品・書籍 58-5100
㈱サンドラッグ島田店 大川町11-7 （物販）ドラッグストア 33-5011
㈱島田書店 旗指499-5 書籍・雑誌小売 35-3020
㈱スギ薬局　島田三ツ合店 三ツ合町１１５２－１ 小売業 32-9370
㈱スギ薬局　中河町店 中河町２５２－３ 小売業 33-3301
㈱寺岡薬局 向谷３丁目879-4 薬局 33-0770
㈱ナフコ島田店 阪本1466番地 小売業 38-6771
㈱ミヤムラ 湯日２８－１ 教材・事務機器販売 38-0259
㈱ヨシダ　Ｍｒ．ぶんぐ島田店 御仮屋町７５２３－１ 文具等 34-0003
㈱リクサス静岡 東町2204番地 介護用品販売業 38-7010
京屋薬局 本通４丁目7952 薬局 37-2227
杏林堂スーパードラッグストア島田稲荷店 稲荷4-10-1 スーパードラッグストア 37-2911
くすりの田辺 大井町2329-1 医薬品販売業 37-2326
紅林おけ店 向谷元町1186-4 おけ、たる　浴槽　風呂釜 37-3745
(合)みどりや薬局 中溝町４－８－１０ 医薬品・雑貨販売 34-5577
小林薬店 本通７丁目8419-2 医薬品販売 37-2044
小山薬店 川根町家山697-5 薬種商 53-2192
酒井商店 大井町2318-2-3 日用品雑貨小売業 35-2629
島津薬店 川根町家山436-2 医薬・化粧品販売業 53-2109
進士薬局 金谷東2丁目1857-13 薬局 45-2256
寝装・寝具　みやち 中溝町1407-5 寝具販売 37-4478
杉本薬店 稲荷2丁目23‐４0 薬品販売 35-0301
鈴木綿ふとん店 中央町23‐26 寝具業 35-5279
スマイル六合店 東町1253－2 雑貨小売業 36－6743
そうごう薬局　島田店 祇園町8725-30 保険薬局 34-1193
たんぽぽ薬局　島田店 野田1271番地の5 調剤薬局 33-1821
塚本金物店 本通り３丁目３－６ 金物小売 37-3660
楓（てのひら） 中溝町2235番地の9 生活雑貨 35-6060
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虎岩文具店 本通７丁目8406 文具店 37-3762
なの花薬局　金谷根岸町店 金谷根岸町140-23 薬局 46-1750
袴田綿店 元島田９２７４－３ 寝具・寝装品 35-3941
平松金物店 大井町6-10 金物小売 37-3761
富士ビジネスマシン 幸町2‐10 ＯＡ機器、スチール家具、
文具事務用品販売 35-1131
ブックオフ島田店 中河町８９６８－５ リユース業 33－1911
ふとんの増田 御仮屋町8804-3 寝具販売 36-4588
松田陶器 本通2丁目3‐11 陶器小売 37-2807
三坪商店 川根町家山702-4 日用雑貨 53-2214
ミムラ商店 川根町家山696-1 文具・履物小売業 53-2102
宮村書店 阪本１３８４－１７ 本・文具販売 38-0075
村松ハカリヤ 金谷上十五軒1995 雑貨・日用品小売 45-3003
茂川ふとん店 川根町家山1060-2 寝具製造小売 53-2085
森善薬局 本通６丁目8349-2 薬局 37-3275
山口刃物 金谷本町１９３７ 刃物販売 45-3510
㈲あゆみ薬局 大柳南120 薬局 30-0711
㈲こいずみ 金谷田町2066 寝具インテリア 46-2364
㈲セリザワ薬局 野田1124‐5 薬局 35-5635
㈲田邊薬品店 本通2丁目2番の7 薬局 37-2325
㈲チシン薬局 本通5丁目4-1 薬局 37-2690
㈲成岡ﾌｧｰﾏｼｰ 井口880 薬局 38-0150
㈲波多野永生堂薬局 本通1丁目4695-2 薬局 37-2924
㈲はなみずき薬局 中溝町１４１８－９ 調剤薬局 37-8010
㈲はなみずき薬局　島田中央薬局 栄町３－１ 調剤薬局 35-6978
㈲はなみずき薬局　元島田薬局 元島田９０３８－１７ 調剤薬局 34-1900
㈲ページ・ワン 本通り三丁目7968ー3 日用品雑貨小売業 36-2474
㈲ローズショップ ばらの丘１－２１－１ 小売店雑貨 37-0888
洋品寝具いけや 阪本964 洋品寝具販売 38-0313

車両･機械･燃料
会社名 住所 業種 電話
乾モーター㈱ 金谷猪土居3619 自動車販売修理 45-2611
ウラカワサイクル元島田店 元島田9231-4 自転車販売・修理 36-4828
浦川自転車店 横井3丁目9-23 自転車、バイク、小売 37-4272
大石サイクル 竹下486-3 自転車・バイク販売修理 45-2652
㈱内山商会 中溝4丁目7-16 育児用品・児童乗物・シルバーカー 37-2947
㈱落合自動車 御仮屋町8801-1 自動車販売修理 35-6565
㈱鈴木モータース 船木249-4 自動車販売修理 38-0077
㈱増商 金谷東1丁目1018 燃料・LPガス販売水道工事太陽光発電システム販売 45-2145
㈱増商ハートフルマスダSS 中溝4-2-1 ガソリンスタンド 37-3419
㈱タカノ 稲荷3丁目10-1 農業・産業機械販売　管工事 95-4321
㈱田中石油店　初倉給油所 船木２４４－５ 石油製品販売・レンタカー・自動車販売・買取 38-0079
㈱ツチヤコーポレーション車検センター 井口1334 車検 0120-114-307
㈱ツチヤコーポレーションフレッシュタウン吉田 井口1334 ガソリンスタンド 38-4063
㈱ナカヤ 川根町笹間渡307 石油販売 53-2414
㈱ホンダエフワン　Honda Cars 島田西 金谷店 金谷東１－１３００－１ 自動車販売及び整備 45-2324
㈱ホンダエフワン　Honda Cars 島田西 中溝店 中溝町１７０６－１６ 自動車販売及び整備 35-3328
㈱村岡商会 中央町16-5 機械工具販売 36-5651
川根ｶﾞｽ㈱ 川根町家山579-10 LPｶﾞｽ製造・販売、ガス機器販売 53-3191
サイクルショップ　タタラ 中河765-2 二輪販売　修理業 38-0101
サイクルショップミズモト 河原2丁目2‐15 自転車・オートバイ販売 37-5511
佐久間輪店 川根町家山662-12 自転車・バイク販売修理 53-2140
ジェイエイ大井川シャネン㈱　川島給油所 身成160 農業団体 39-0556
島田瓦斯㈱ 横井4丁目16番32号 都市ガス・プロパンガス 36-3900
島田石油㈱ 向島町2960-4 石油製品販売・プロパンガス・
器具等販売 35-5581
鈴木鈑金塗装工業所 番生寺706-5 自動車修理・販売 45-4817
駿遠自動車㈱ 島８８０－１ 自動車販売・修理業 46-2500
高田自動車㈱ 島田市岸町783-5 自動車販売修理 35-5584
東海ガス㈱島田営業所 道悦2丁目22番30号 プロパンガス及びガス器具販売 36-3131
トーヨー自販㈱ 中河321‐1 自動車販売修理 38-3683
なるおかサイクル 大井町6-11 自転車販売修理業 37-3609
日本ガス興業㈱石油部島田ほうらいSS 旭1-16-3 ガソリンスタンド 37-4381
広住自動車㈱ 御仮屋町8792-1 自動車販売、整備、板金塗装 37-4213
福田自転車店 本通7丁目7711番地の2 自転車小売販売 37-4663
富士ツバメ㈱島田営業所 東町1400 ガス販売事業 36-7462
マスイサイクル 本通1丁目2904 自転車・バイク販売 37-3388
又平自転車店本店 川根町家山６４６－１ 自転車・バイク販売修理 53-2070
㈲板倉自動車 島田市阪本306-2 自動車販売修理 38-0165
㈲大平モータース 井口８７２ 自動車販売・修理 30-5115
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㈲小沢産業 阪本951-4　 ガソリンスタンド 38-0122
㈲カーショップ落合 野田1048-1 自動車販売修理 35-2281
㈲北川商会 横岡新田２２７－８ 自動車修理・販売 45-4171
㈲堺ボデー 旗指２９０３－６ 自動車修理 35-4134
㈲鈴木モータース 志戸呂430-4 自動車販売修理 46-3304
㈲駿遠モータース商会 川根町家山263 自動車整備・販売・レンタル 53-3166
㈲トータルカーサービス 東町１０４３ 自動車販売修理業 34-1818
㈲萩原自動車 伊太2229 自動車販売、整備、板金塗装 36-5329
㈲初倉ホンダ 阪本3276-5 自動車販売 38-1617
㈲平松自動車工業 道悦２丁目23-34 自動車整備・鈑金・塗装・保険・販売 37-2869
㈲平和商会 稲荷３－８－５ タイヤ販売 35-2410
㈲森下石油店 川根町家山433-1 ガソリンスタンド 53-2148
㈲大和ガス商会 川根町家山412-1 ガス・ガソリン小売業 53-3150

建設・建築資材
会社名 住所 業種 電話
H・C・A 船木3228-3 空調機器の販売、取付 38-7230
アクトホーム㈱ 島７６－１ 建設業・設計監理。木造住宅のリフォーム・住宅設備機器他 45-3101
上田建築 島田市神座2251-1 建築業 32-0001
エクステリア・高塚 岸町94-2 エクステリア販売 37-5568
エクステリアガーデン草庵 伊太1816-1 造園業 37-4525
大塚シャッター株式会社 阪本956-2 アルミサッシ建具販売 38-1201
大橋建築 川根町家山1037 大工 53-2316
オムラ 河原1丁目5-17-10 アルミサッシ販売 37-1878
梶山冷熱 東町173-4 配管設備業 36-8252
片川工務店 向谷4丁目1014－2 建築・木工業販売 37-3118
㈱アトラス建設 島662-2 建設業 45-3614
㈱エンチョー　ハードストック島田 島田市東町1307 小売業・電動工具・建築金物 33-2320
㈱太田商店 本通１丁目2897‐3 建設資材販売 36-3838
㈱沖金物店 金谷東一丁目1243番地の１ 金物・建材販売 46-3157
㈱北川建具 稲荷3丁目7-27 アルミサッシ・木製建具販売 36-3300
㈱建日庵　数寄屋部 御仮屋町８８４８－１５ 建築業 35-3973
㈱小島建材 御請125 造園土木用品園芸用土 35-3646
㈱提坂工務店 東町230 物置等販売 35-3376
㈱シマケン 稲荷4丁目13-34 建築材料販売 37-7185
㈱ダイケン工務店 南1-6-1 建設業 37-5816
㈱タキソウ 元島田9329 アルミサッシ販売 37-9222
㈱ツチヤコーポレーション　ガス・空調部 細島2059 住宅設備機器販売 37-5076
㈱ナガイ 牛尾510-2 建設業・建築材料販売 45-3501
㈱ナカザワ 向島町3035-1 住宅機器及び住宅建材販売 36-2525
㈱日本住宅 金谷東二丁目18番地の1 建築業 46-1000
㈱松井トーヨー住建 島田市川根町身成3356-1 建材業 53-3324
㈱松本興管 横井4丁目8-1 水道工事業 35-2213
㈱水野アルミ 中河244 アルミサッシ販売 38-1710
亀山建設㈱ 神座1639-2 造園・外溝工事 32-0888
カラーウェーブ 元島田２４７－１５ 塗装業 34-0193
カワラザキ建工 元島田19‐8 エクステリア 35-3120
桑髙建設㈱ 島田市井口1207-2 建設業 38-1244
小杉工業 阪本956-6 エクステリア販売 38-0410
斉藤ベニヤ店 本通7丁目8431 新建材販売業 37-3571
桜井塗装 本通7丁目6914-12 塗装・内装工事業 36-6233
櫻工務店㈱ 伊太1300-5 建築業 35-2754
佐野屋 野田851 建築材料販売 36-0513
島田建築設計管理協同組合 向島町2924-1 設計監理業 37-7971
秀弥建設 中河330-1 建築業 38-3735
進巧設備 阿知ヶ谷342-5 住宅衛生、設備機器 35-1072
駿河ホームサービス㈱ 河原二丁目6番3号 建設業 36-3627
駿遠商事㈱　 島816-2 空調機器の販売、取付 45-2251
ゾーンプランニング 中溝町1525-10　ﾌﾟﾚｼﾞｰﾙ杉本106号 バリアフリー､エクステリア設計・施工 33-2670
中川石材店 三ツ合町１１４４ 石材・墓石販売 37-4517
日本ｶﾞｽ興業㈱ 金谷東1丁目763-3 LPｶﾞｽ販売、住宅設備機器販売 45-4141
庭師伊右衛門 湯日3631-1 造園業 38－4399
原木硝子店 旭１丁目５番２０号 アルミ建材業 36-2856
松島建築 川根町家山８１６－３ 建築業 090-8867-8182
丸西ハウス 新田町1-3 エクステリア販売 35-0506
八木アルミ 東町399-5 アルミサッシ販売 35-6713
㈲アートホームアマノ 神座２５６４－３２３ 建築 54-4451
㈲アール工業 中溝町1581 物置　エクステリア 35-7168
㈲青島セメント店 中河町8966-2 建材業 36-6351
㈲アグリ開発 大柳92-8 農業用かん水資材販売・施工
一般家庭庭園かん水設備 30-0531
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㈲天野冷熱 向島町2851‐12 空調機器の販売、取付 35-2491
㈲加藤建築 横岡新田383 建設業 46-0972
㈲佐藤設備 御仮屋町7625-5 管工事業 36-2200
㈲塚本セメント店 宮川町2815‐9 セメントブロックエクステリア販売 35-2530
㈲常盤商会 宝来町4-30 管工事業 37-2722
㈲トライアングル 志戸呂237-3 建築業・設計監理業 46-5100
㈲名取サービス 東町2158-1 空調機器の販売、取付 33-1116
㈲藤原建築 島509-5 建築業 45-4745
㈲牧野設備 金谷栄町338-3 住宅設備機器販売 46-2618
㈲マルダイ化成 御仮屋町8750 塗料販売 35-3221
㈲美里住建 大柳828-21 建築業 38-0817
ライファ島田 金谷東1丁目1018 住宅設備機器販売 45-2189
良工建築 番生寺694-1 建築業 46-3212
ルーフアンドベンチ㈱ 島田市大津通11-13 建設業 77-2335
和多宏ガラス 金谷上十五軒1980 ガラス・サッシ陶器販売 45-2417

その他の小売
会社名 住所 業種 電話
４丁目杉浦カメラ　（㈱島田カラーサービス） 本通4丁目3番の５ カメラ・写真材料 35-3711
Local Design store Arica 日之出町２－３ 小売業 35-0018
芦田畳店 大津通10-17 畳製造販売 37-4020
市川畳店 川根町家山650-9 畳業 53-2315
大井川鐵道㈱　金谷駅売店 金谷2126-1 お土産品・弁当 45-2230
大井川鐵道㈱　川根温泉ホテル売店 川根町笹間渡195-1 お土産品・飲料 53-4320
大井川鐵道㈱　新金谷駅売店 金谷東二丁目1112-2 お土産品 45-2230
大井川鐵道㈱　プラザロコ売店 金谷東二丁目1844-1 お土産品・弁当 45-2230
おおいなび 竹下62番地 観光案内 39-3166
大塚畳店 阪本1455-1 畳製造販売 38-0087
小澤タバコ店 本通6丁目7814 タバコ小売 35-4155
お花屋　ＴＯＮＴＴＵ（トントゥ） 旗指５４３－７　牛尾ビル１－６ 生花等小売 36-8717
おもちゃのポッポ 中央町1897-1 玩具小売 37-8228
ガーデン庭夢 東町1215 種苗卸小売　生花販売 34-4128
片川生花店 大川町３－６ 生花販売 37-2010
㈱イシカワ 向島町3006-1 楽器小売 36-3000
㈱島田グリーンセンター 阪本833-3 造園・樹木小売 38-2255
㈱駿遠商会 南2丁目3-38 機械器具販売 35-5331
㈱つちやフラワー 大井町4-11 生花販売 36-9024
㈱はなここ　島田店 祇園町８９２８－４ 種苗小売 37-8441
㈱ピノキオ 本通７丁目８４５５ 玩具小売 37-5594
㈱ベストライフ　ジョイプラザ島田店 東町１１０９ リサイクル・アウトレット販売（家具・家電・雑貨） 33-6111
㈱前川木工所 宮川町2806-2 木製手押車製造・販売 37-3311
㈱村本仏具店 本通５丁目1-8 仏壇、仏具販売 37-2923
㈱山田金物店 大津通９番の７ 金物小売販売 37-2546
カメラのキタムラ　島田店 祇園町８９１５－１ カラーﾌﾟﾘﾝﾄ　カメラ販売 34-5300
杵や園芸 中溝町1458-2 園芸・生花小売業 37-4147
郷土文化堂 本通1丁目11-12 古美術品販売業 36-6517
クラギ㈱　農業屋島田店 稲荷3-9-7 農業資材小売 33-0700
古玄堂黒田印舗 金谷上十五軒1977 印章彫刻業 46-3590
こどもや 本通６丁目7832 玩具小売 37-3925
酒井生花店 本通６丁目8344-2 花店 37-3702
櫻井畳店 旭3丁目23-22 畳製造販売 36-2065
志戸呂焼　彦次窯 横岡914 陶器製造 45-4540
島田人形 元島田9048-1 雛人形販売 37-8225
島田ペット 向島町２９３０－１ ペット用品販売 36-1433
写真工房㈲モリサワ 金谷栄町3537 カメラ・写真材料 45-5753
師友 祇園町8487-5 美術・工芸品ギャラリー・小売 37-9280
少年科学社 本通２丁目2-4-11 模型小売業 36-4106
スギウラカメラ本店 幸町12-5 写真材料商 37-3863
杉村写真館 川根町家山711-3 写真業 53-2127
スポーツショップ　ナイン 横井３丁目９－２９ スポーツ用品店 36-9790
セブンイレブン島田旭２丁目店 旭２－１１－２５ コンビニエンスストア 35-7716
セブンイレブン島田稲荷３丁目店 稲荷３－８－２１ コンビニエンスストア 36-5711
セブンイレブン島田駅南店 横井３－３－５ コンビニエンスストア 34-1022
セブンイレブン島田大井町店 大井町６－３ コンビニエンスストア 37-8550
セブンイレブン島田金谷河原店 金谷３５３５－１ コンビニエンスストア 46-4800
セブンイレブン島田川根町店 川根町身成３３４２－１ コンビニエンスストア 53-3200
セブンイレブン島田神座店 神座２２２２－１ コンビニエンスストア 32-1011
セブンイレブン島田阪本店 阪本３０２－１ コンビニエンスストア 38-6080
セブンイレブン島田船木店 船木字庚申塚下１－１ コンビニエンスストア 38-5252
セブンイレブン島田向谷1丁目店 向谷１－８４７－５ コンビニエンスストア 37-1151
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セブンイレブン島田元島田店 元島田９３４６－１ コンビニエンスストア 37-7282
セブンイレブン島田六合店 道悦５－１－１ コンビニエンスストア 37-9009
土屋畳店 金谷1770 畳業 45-2280
冨田畳店 扇町10-7 畳業 37-4695
二宮仏壇 稲荷3-2-56 仏壇、仏具販売 37-7878
平井畳店 宮川町2481-1 畳製造販売 37-3524
ファミリーマート　金谷東町店 金谷東2丁目１０２９－１０ コンビニエンスストア 46-2420
ファミリーマート　島田稲荷店 稲荷４丁目20-30 コンビニエンスストア 33-2663
ファミリーマート　島田神座店 神座２５８１－１ コンビニエンスストア 32-2511
ファミリーマート　島田岸町店 岸町９５６－３ コンビニエンスストア 37-3776
ファミリーマート　島田野田店 野田１１９８－１ コンビニエンスストア 35-2033
ファミリーマート　島田旗指店 旗指４９９－１ コンビニエンスストア 33-0351
ファミリーマート　島田はばたき橋店 中河字八幡島新田境８０３－１ コンビニエンスストア 30-5038
ファミリーマート　島田ひがし町店 東町４１－１ コンビニエンスストア 35-6377
ファミリーマート　島田向谷店 向谷３丁目952-1 コンビニエンスストア 33-0880
ファミリーマート　富士山静岡空港北店 金谷猪土居３４４４－３７ コンビニエンスストア 47-1180
福井商店 川根町笹間上664-26 肥料、米穀、雑貨販売 54-0013
蓬莱橋897.4茶屋 島田市南２丁目地先 小売 32-9700
ホビーショップトクダ 旗指485-1 和洋裁用具手芸材料小売 36-3240
丸尾興商㈱島田支社 御仮屋町8753番地 商社　卸商 35-3121
平 小島屋 本通4丁目4-3 履物、雨具、たばこ 37-3210
ミニストップ　金谷町店 島866-1 コンビニエンスストア 45-0001
ミニストップ　島田中央店 新町通５－５ コンビニエンスストア 33-6156
ミニストップ　島田野田店 野田１０４７－１ コンビニエンスストア 34-2281
三好堂　三浦表具店 本通4丁目5-4 表装一般 37-2372
㈲暁電工 元島田47番地の11 電設部材・機器販売 34-3040
㈲キントラ種苗 本通4丁目2-2 種苗卸、小売 35-2210
㈲斉藤 本通4-5-6 仏壇、仏具販売 35-3995
㈲シマサク商会 中溝町2570-2 農林業金物販売 36-9514
㈲新間畳製作所 大井町2272番地 畳製造販売 35-2275
㈲西村製畳店　大川町店 大川町３－３ 畳製造販売 35-2589
㈲バックヤード 中溝町1651番地の3 雑貨卸 33-7001
㈲山本印章堂 幸町1-3 印鑑製造販売 35-3413

飲食業
会社名 住所 業種 電話
Cage(カージュ) 本通１丁目１－４宮の小径 飲食業 41-9001
camoo(カム―） 本通２－５－６ 飲食店（居酒屋） 54-4123
Chinesedining 花/華　Hana 島田市野田1633-1 ばらの館2F 飲食業 37-0550
Indihood（インディフッド） 日之出町３－７　２Ｆ 居酒屋 54-5435
MATCHA MORE 身成1476-2 カフェ 080-1183-3419
This　Is　Caｆe 金谷東2-1112-2 飲食店 46-5810
旭寿し 旭１丁目１２－２５ 寿し店 36-4265
味処　東乃 東町５１５ 飲食業 36-8800
ありすふぁーむ 神座379-1 飲食業 70-9027
居酒屋　かすり 日之出町４－７ 飲食業 36-5109
居酒屋　真知子 柳町７－６ 飲食業 35-3322
居酒屋ばく 柳町６－８ 飲食業 37-8891
居酒屋ハル 元島田９２５５－１ 飲食店 37-5497
居酒屋菩主（ボス） 日之出町1-6 飲食業 36-2323
イザックミュー 本通２丁目３－６ カラオケ喫茶＆スナック 35-3139
磯舟 栄町１－１５ 飲食業 35-2939
一鮮 道悦５丁目12‐34 飲食店 36-6416
岩井屋 本通4丁目１－１ 飲食業 37-2537
インド料理ルプラチミ　ガンジー 旗指489-6 飲食業 35-6977
魚一 道悦５－１－１８ 料理店 37-3263
うな一 船木２３５１－７０ 飲食業 38-2314
江戸藤 若松町2800-2 飲食業（すし店） 35-4168
絵美 本通３丁目４－４ 飲食業 36-9119
御食事処　たばこや 川根町家山660－2 飲食業 53-2103
お食事処こいわ 本通４丁目6-7 飲食業 35-6557
柿の木 本通３丁目６－１ 飲食業 35-6089
割烹　三三九 本通６丁目６０３１ 飲食業 36-9928
㈱サンリ　レストラン夢の丘 野田１５１８－７ レストラン 35-7315
㈱そば所よし田 本通1丁目3-3 飲食業 36-5656
㈱辻勝 東町153-1 飲食業 35-5213
カレーハウスCoCo壱番屋　島田中央店 中央町1894-1 飲食業 33-6800
川徳 幸町8-1 飲食業 36-2172
キタムラ食品 本通４丁目4-1 食堂 37-3293
きっさ　風待 岸町６４５－３ 飲食業 35-7077
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喫茶　春 東町４－６ 飲食業 35-1612
橋扇楼 本通３丁目３－１－５ 食堂 35-1674
霧下そば安田屋 旭1丁目3-75 飲食店 36-9018
喰い呑み家　ガジュマル 栄町１－１０ 飲食業 36-4193
グラッパ 本通４丁目２－１ イタリア料理店 34-1611
ココス島田店 中央町23-54 飲食業 33-3035
ごはんCafｅ　美・菜・健　かりん 中溝町１６３２－９ 飲食業 36-7711
ごはん屋ととも 新町通1-5 飲食店 37-2979
五味八珍島田店 阿知ヶ谷6-4 飲食業 34-5500
コメダ珈琲店　島田吉田インター店 井口８２６ 飲食店 30-0005
さくらい 扇町１１－１４ 飲食業 37-6777
酒処　どばし 稲荷４－４－４７ 飲食業 36-3443
更科 阪本956-1 飲食業 38-1172
自然薯農家れすとらん　とろろ屋ととろ 金谷富士見町3172 飲食業 32-9637
自由酒場　縁 道悦４－９－２７ 飲食業 34-3887
酒房　おか本 本通１丁目１０－６ 飲食業 35-6136
正力 本通３丁目７－２ 飲食業 36-1470
食道園 日之出町１－２ 飲食業 37-4701
水門酒場 伊太１７８９ 飲食業 36-6630
鮨　天ぷら　政 日之出町1-6　日之出館1F 飲食業 36-3507
寿し清 川根町家山６８５－５ 割烹業 53-2022
寿し辰 旭３－１５－２３ 飲食業 35-5212
寿し広 本通三丁目3-12 飲食業 35-3553
ステーキハウス成しま島田店 道悦1-12-34 飲食業 36-2904
ステーキハウスラグー 大津通1965-6 サンライズビル２Ｆ 飲食業 35-5057
すなっく　カモミール 大津通９－１　フレグランスD 飲食業 35-6358
千石 大柳１９０－７ 飲食業 38-1939
川柳園 川根町家山４１５６－４０ 食堂 53-2273
そば玄 河原2丁目14-5 飲食 34-3332
そば処ゆくら 富士見町金谷１７００－３８ 飲食店 45-4951
そばの花 野田１２２４－２ 蕎麦店 35-5078
大ちゃん 旭1丁目2-6 水商売 37-8766
たいよう。 日之出町１－１５ 飲食店 36-2337
茶の庭れすとらんとろろ屋ととろ 坂本938-1 飲食業 39-7088
ちゃ・ぷる 大津通１－６ 飲食業 36-5139
チャールストン 東町８３３－２ 飲食業 37-1213
中華飯店　一番 高砂町７７５１－５ 飲食業 35-3218
つた家 中央町６－１ 飲食業 35-3606
つむぎＣＡＦＥ 本通３－６－１　地域交流センター歩歩路２Ｆ 飲食店 33-1550
鉄板串焼　アジト 本通3-3-7永井ビル２階 飲食業 35-0588
通りゃんせ 日之出町1-14 飲食店 36-1966
友 柳町５－５ 飲食業 35-3246
トラスパレンテラルーチェ大井川店 竹下62KADODE OOIGAWA ベーカリーカフェ 39-6711
とんかつ一文字 船木３２８－１ 食堂 38‐1385
とんかつかつとき本店 道悦１－１１－２４ 飲食店 37-1050
どんどん島田店 道悦1-13-3 飲食業 33-4129
日本料理　卯月 扇町15-6 日本料理店 36-1900
日本料理　かに柳 柳町９－１ 飲食業 35-0647
日本料理　五平 本通五丁目1-2 飲食業 36-0215
野田屋 野田１２７９ 焼肉店 36-4603
八寸 扇町11-2 飲食業 37-4318
パブ・ローズ 本通１丁目１０－６（１Ｆ） 飲食業 080-3627-0487
日之出町　岡むらのぼる 日之出町２－４ 飲食業 37-3792
ふじ膳 栄町２－４ 飲食業 37-3990
ペアバルーン 幸町７－６ サンドウィッチ店 36-9991
細島屋中溝店 中溝4丁目3-17 飲食業 37-7013
細島屋七丁目店 本通7丁目８７34-23 飲食業 37-3467
細島屋花水木 中河町366-1 飲食業 35-5622
細島屋本店 栄町1-8 飲食業 37-5234
ホッとｃａｆｅ 中央町４－１２松本ビル１Ｆ 喫茶店 37－0056
ほっとつな 本通４丁目１－１１ 飲食業 37-5533
ポプリ 大津通り4-3 飲食業 36-7771
松乃寿司 栄町1-9 飲食業 37-2547
万惣 高砂町７７５１－３ 飲食業 36-9630
みよしの 阪本１３２９－２５ 飲食 38-0125
焼肉ダイニング　成しま 本通２丁目５－１ 飲食店 35-2829
焼肉處　十々 栄町1-1 飲食業 39-5380
焼肉のかねまる　島田店 祇園町８９０８－１ 飲食業 34-5566
柳家そば店 幸町9-13 飲食業 35-6101
山田屋 中央町４－１４ 酒場 37-4409
㈲魚中 中央町24‐17 飲食業 37-4473
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㈲おせん 金谷中町２１９３－２ 飲食店 46-3071
㈲寿し幸 扇町14-4 飲食業 36-2585
㈲第二細島屋(雪月花） 本通2丁目3-4 飲食業 35-5241
㈲どさんこ 祇園町８６９３－２ 飲食業 37-5042
㈲祭ばやし 中河町８９５５－１ 飲食業 36-0360
遊楽 幸町１７－１４ 居酒屋 35-7317
ゆるかも 金谷本町２０１５－１ 居酒屋 46-2037
ようこそ 本通１丁目９－１４ 食堂 37-2981
ラ・ムール 柳町５－８ 飲食業 34-0505
魯菴 Ｒoan　ｄｅ Odagiri 新田町8534 飲食業 33-7777
和藏 本通２丁目４－２７ 飲食業 35-7569
和座こまつ 幸町17-4 飲食業（日本料理） 37-3681
和仏蘭西料理　ル・シャン 柳町９－１２ 飲食業 33-0103

洗濯業
会社名 住所 業種 電話
アサヒヤクリーニング店 中河町1942-19 クリーニング 35-3214
伊東クリーニング店 相賀2508-60 クリーニング 37-3709
エビスヤ洗染㈲花水木店 中河町303-11 クリーニング 36-0833
エビスヤ洗染㈲本店 大井町2272-1-15 クリーニング 37-3589
大畑ドライクリーニング店 野田1038-2 クリーニング 37-6845
久保田ドライクリーニング店 本通1丁目3-9 クリーニング 37-2472
クリーニング　スズキ 幸町10-3 クリーニング 36-5410
クリーニングたきの 川根町家山666-5 クリーニング 53-2378
クリーニングひらまつ大津通店 大津通り8番７ クリーニング 38-1844
クリーニングひらまつ初倉店 井口441 クリーニング 38-1844
クリーニングひらまつ六合店 東町1212 クリーニング 38-1844
クリーニングもちづか五和店 島824-1 クリーニング 45-2969
黒田クリーニング店 御仮屋町８７５０－６ クリーニング 35-4455
榛葉クリーニング 神座1958‐1 クリーニング 32-0732
鈴木クリーニング店 中河町1964-3　 クリーニング 37-4717
竹田クリーニング店 大津通り3-7 クリーニング 37-5995
東海特殊洗業㈱ 阿知ヶ谷748-1 クリーニング 33-1107
とつかクリーニング店 阿知ヶ谷38-5 クリーニング 37-4240
白王舎クリーニング店 阪本1398-18 クリーニング 38-0049
火物クリーニング店 宮川町2550-1 クリーニング 37-2473
ファッションクリーニング高岸 川根町笹間渡272 クリーニング 53-2815
富士屋クリーニング 金谷本町１９６０－１ クリーニング 46-2823
元勝クリーニング店 横井4丁目7-4 クリーニング 37-5915
山田クリーニング店 中河町278-7 クリーニング 37-4641
㈲五條ドライクリーニング工場 本通１－９－１７ クリーニング 37-2628
㈲さんきゅうクリーニング 稲荷4丁目18-7 クリーニング 36-0271

理容業
会社名 住所 業種 電話
「to　Ｒ」（トゥーアール） 中河町４３９－９ 美容室 37-0707
ange-hair(アンジェヘア) 若松町2604-8 美容業 34-3350
BAR　BER　PａPａ 向谷元町696-1 理容業 36-7041
ＢａｒＢｅｒやぎ 東町150 理容業 37-6026
CaPris 大津通15-8 美容業 34-1960
hair cut 100（ヘア カット １００） 中河町１９４５－４８ 理容業 37-1393
ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＣＨＩＣ　美容室 栄町1-2 美容業 35-1768
hair　stadio uno 東町768 美容業 34-3400
SATINE　(luxury salon SATINE) 金谷東2丁目16-4 エステティック/コスメShop/cafe 54-5857
total beauty salon 「Beauty Sky」 金谷泉町5-11 エステティック/コスメShop/cafe 090-7436- 5712
with hair（ウィズ　ヘアー） 旭２－１２－２５ 理容業 36-0278
エム美容室 横井２－１９－２８ 美容業 36-6379
エンゼル 御仮屋町9537-3 美容業 37-4681
扇美容室 栄町１－１６ 美容業 37-2400
おざわ美容室 大柳608-1 美容業 38-0197
おしゃれサロンナガフサ 川根町家山258 理容業 53-2305
オン、ヘアー 幸町14-16 理美容室 37-5423
カットサロンはらみいし 野田１２５９ 理容業 36-1259
カットハウスアール 野田1202-7 美容業 37-8222
カットハウスツカモト 本通７丁目８３８３ 美容業 34-1960
カットハウスライム 金谷代官町3291-3 美容業 46-4622
かとう美容室 元島田247-5 美容業 36-2586
カトレア美容室 南2丁目4-10 美容業 37-4715
㈱クリエイト 本通6丁目7829 美容業 36-3463
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北川美容室 稲荷2丁目22-22 美容業 37-5932
京美容院 大津通り8574-9 美容業 36-1269
クリップ 宮川町２４３８－３ 理容業 37-2284
サイトウ理容所 竹下４９０－１ 理容業 45-3716
地口美容室 三ツ合町1144-2 美容業 36-2969
志摩美容室 幸町4-11 美容業 36-1583
杉本美容室 中河34 美容業 38-0308
スズキ美容室 志戸呂430-4 美容業 46-3304
高山美容室 向谷元町1100-13 美容業 35-1619
トパーズ 細島699-9 美容業 34-5850
ドリーム美容室 井口354-1 美容業 38-2634
中西美容室 幸町8227 美容業 37-2017
のぶえ美容室 井口922 美容業 38-1809
ビューティーハウス愛 日之出町1-10 美容業 36-1965
美容サロン　きらら 月坂2-8-8 美容業 30-5566
美容室fuwari 岸町978-8 美容業 34-3326
美容室Ｋ・Ｒ 日之出町6-2 美容業 37-8066
美容室ＷＩＴ 河原２－１０－３９ 美容業 36-7544
美容室髪芝居 東町1212 美容業 37-7528
美容室べるくうぷ 稲荷2-16-30 美容業 36-1927
美容室めいこ ばらの丘1丁目19-4 美容業 36-6559
美容室ル・リーブ 稲荷2丁目8-8 美容業 34-3911
平口美容室 大井町2907-4 美容業 37-2591
ヒロタ美容室 元島田9270-10 美容業 36-2419
プリオール美容室 東町1956-6 美容業 35-1387
ヘアーサロン・アキヤマ 金谷本町２０３１ 理容業 45-3589
ヘアーサロンにしむら 川根町家山７０６－２ 理容業 53-2766
ヘレン美容室 本通7丁目8450 美容業 37-6705
マウンテンゴリラ 井口1169-1 美容業 30-0100
松永美容室 井口482 美容業 38-1139
松本美容室 金谷栄町72-1 美容業 46-2434
マミ美容室 本通４－５－８ 美容業 35-1018
モナ美容室 伊太1948-4 美容業 36-0969
ユーアイ美容室 阪本1623-11 美容業 38-0464
㈲スズキ美容室 本通一丁目1-15 美容業 35-2981
㈲ブライダルアドバンス　オキ 川根町家山709-3 美容業 53-2131
弓岡美容室 本通7丁目7800 美容業 35-2613
ユミ美容室 旭1-3-39 美容業 37-4552
理容　アーム 川根町抜里832-1-2 理容業 53-2848
渡辺理容所 川根町家山690－1 理容業 53-2094

その他のサービス業
会社名 住所 業種 電話
SkyTECフライングアカデミー 島田市川根笹間渡602-148サービス業 090-7801-6518
アップル島田店　㈱ママトップ 島田市宝来町８－５ アミューズメント（ゲームセンター） 54-4351
石野写真館 本通１丁目４６９５－１３ 写真撮影 37-3888
大井川鐵道㈱　大井川鐵道　川根温泉ホテル 川根町笹間渡１９５－１ 旅館業（ホテル営業） 53-4320
大井川農業協同組合　大津支店 落合25-4 農業団体 35-6311
大井川農業協同組合　金谷営農経済センター 島８９２－１ 農業団体 45-2138
大井川農業協同組合　川根営農経済センター 川根町身成3527-1 農業団体 53-2748
大井川農業協同組合　島田営農経済センター 中河町374-1 農業団体 35-2125
大井川農業協同組合　島田北営農経済事業所 神座2575-1 農業団体 32-0131
大井川農業協同組合　初倉支店 阪本1368 農業団体 38-0080
大井川農業協同組合　船木支店 岡田37 農業団体 38-3173
大井川農業協同組合　牧之原営農経済事業所 金谷猪土居３２２７－６ 農業団体 46-1333
大井川農業協同組合　湯日支店 湯日3952 農業団体 38-0021
大井川農業協同組合　六合支店 岸町903 農業団体 35-6677
大畑修司事務所 野田1038-3 土地家屋調査士・行政書士 35-7060
㈱川根町温泉 川根町笹間渡220 温泉浴場業 53-4330
㈱静岡朝日テレビカルチャー　島田スクール 本通３－６－１ 教育サービス 37-1941
㈱島田自動車学校 道悦2丁目２番1号 自動車学校 37-5221 
㈱中央公園ゴルフセンター 野田１７２８－１ ゴルフ練習場 35-1626
㈱トーカイ・ブロードバンドコミュニケ-ションズTCN島田 道悦2-22-30 サービス業 34-5100
㈱長谷川印刷 金谷本町2000 印刷 46-2014
公益社団法人島田市シルバー人材センター川根事務所　 川根町家山1104-1 公益法人 53-3372
公益社団法人島田市シルバー人材センター西事務所　 金谷栄町3423-2 公益法人 46-2015
公益社団法人島田市シルバー人材センター東事務所　 横井2丁目7-9 公益法人 35-1303
提坂克己土地家屋調査士事務所 中河町8955-21 土地家屋調査士 35-5175
佐塚次郎事務所 4928番地の9（栄町） 土地家屋調査士 37-3329
三布袋㈱ 島田本通三丁目5-5 サービス業(ホテル・割烹) 39-0736
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司法書士奈良間紀介事務所 幸町1番4 司法書士 36-1245
しまだきものさんぽの会 本通６丁目７７３３ 着付け 090-7867-3377
島田整体 本通６丁目８３４０－１ 整体業 36-7330
シマダリフォーム 本通１－３－４ 衣類の修理専門 37-5421
スカイペンションどうだん 島田市千葉835-411 宿泊業 39-0736
杉本土地家屋調査士事務所 井口780-1 土地家屋調査士 38-2126
スタジオマリオ　島田店 祇園町８９１５－１ スタジオ　記念撮影 33-7800
駿河コンサルタント㈱ 河原二丁目6番3号 不動産業 36-3627
高柳明男事務所 中溝町1525-13-105 土地家屋調査士 36-9153
チトセ印刷工業㈲ 本通７丁目８７２０－１１ 印刷業 37-4459
(同)ヒューマン＆プレース　グリーンビレッジ川根川根町身成4856 宿泊業 090-3938-8015
特定非営利活動法人　いこいの広場 島田市身成48-3 宿泊業 39-0736
特定非営利活動法人ワーカーズコープ夢コープ夢コープ中部事業所 宮川町2482-1 ヘルパー派遣事業 33-5650
土地家屋調査士・行政書士藤田幸雄 大柳45-1 土地家屋調査士・行政書士 30-5361
土地家屋調査士法人大鐘測量登記事務所 中央町31-10 行政書士・土地家屋調査士 37-4434
土地家屋調査士望月貞孝事務所 御仮屋町9550-7 土地建物表示登記 36-0486
花みずき　カイロプラクティック院 元島田９２１２－３ カイロプラクティック 35-6744
バリ・ハンズ 扇町４－８ マッサージ業 37-8616
ペットブティック　アリス 本通７丁目７７４８－２ ペットショップ 35-2407
街角のタムタム　島田店 東町５９－７ リフレクソロジー 34-2703
㈲島田ゴルフガーデン 旗指１３１９ ゴルフ練習場 37-6006
㈲ラブリーホースガーデン 川根町家山1229-2 乗馬クラブ・宿泊業 53-4079
リラクゼーション花みずき 御仮屋町９５６８－１１ リラクゼーションマッサージ 39-5600

旅行・運搬業
会社名 住所 業種 電話
大井タクシー㈱ 金谷新町2514-3 タクシー業 45-3131
㈱金谷タクシー 金谷本町2017-9 タクシー業 45-2151
㈱大鉄アドバンス 金谷東2丁目1112-2 旅行業・タクシー業・貸切バス 46-3131
㈱タビックスジャパン島田支店 旭1丁目8-27 旅行業 36-8600
㈱トヨタレンタリース静岡島田駅前北口店 栄町4926-3 レンタカー業 33-0100
島田タクシー㈲ 横井2丁目11番22号 一般乗用旅客自動車運送事業 37-5008
東海タクシー 初倉３２７２ 旅客運送業 38-3344
㈲平和タクシー 向島町2962番地 タクシー業 36-2080
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