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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 ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ 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
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
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㈲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


