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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
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
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飲食業
会社名 住所 業種 電話
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
㈲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


