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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
㈱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
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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


