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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
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
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その他の小売
会社名 住所 業種 電話
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
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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
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
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その他の小売
会社名 住所 業種 電話
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


