
商店会等 店舗名 郵便番号 所在地 駐車場 電話 ファックス 業種 営業時間 定休日 協賛内容 限定数 限定時間 その他

1 福楽 414-0011 伊東市松川町5-43 有 36-5100 36-5100 飲食店 9：00～17:30 不定休 紅ほっぺ１００％かき苺５００円を４５０円 なし なし

2 かとう呉服店 414-0003 伊東市中央町5-2 無 37-4526 37-4528 商店 10：30～17：30 日曜日
ゆかたを着てお買い上げの方全商
品1割引！

あり なし

3
伊東アンテナショップ　Ｎｕｋｕｍ
ａｌｌ
‐Ｒ‐Ｓｈｉｐ　ｓａｌｏｎ‐

414-0011
伊東市松川町4-16
鈴籐ビル１Ｆ

無 35-9260 35-9260 商店 10:00～20:00 水 オリジナルリストバンドをプレゼント！！ あり なし
・期間中、限定１００名様にサービス
・毎週金・土・祝前日は２１時まで営業してい
る

4 笹本菓子舗 414-0011
伊東市松川町5-42
キネマ通り内

無 37-2815 37-2815 商店 9：30～17：30 火 わらび餅１４０円を１００円で あり なし ・１日限定２０個

5 ナカムラヤ 414-0003 伊東市中央町4-6 有 37-3341 37-3341 商店 10:00～16:00 日
不織布マスク（２枚）又は３５０ｍｌ飲
料

なし なし

6 居酒屋　元気 414-0011 伊東市松川町2-2 無 37-9883 飲食店
17：00～24：00
(23：00ﾗｽﾄｵｰ
ﾀﾞｰ）

日
水（月１

回）
先着２０名様に、小鉢サービス あり なし

コロナの状況で営業時間・定休日変更あり
※詳しくは店舗にお問合せください。

駅前仲丸通り 7 成木屋 414-0002 伊東市湯川1-16-18 有 36-3617 36-1821 飲食店
11：00～19：00
19:00ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ

火 プチデザートサービス なし なし ・夏季は営業日、営業時間の変更有（未定）

8 おかずのあんどう 414-0004 伊東市猪戸1-1-15 無 37-3695 37-3695 商店 8：30～1７：00 水 全品１０％割引 なし あり ・按針祭（8/10）を除く

9 湯の街飯家　笑あん 414-0004
伊東市猪戸1-3-14
安藤ビル

無 29-6834 飲食店
11：00～14：00
17：30～23：00

水
笑あん特製おつまみを一品サービ
ス

なし あり ・按針祭（8/1０）を除く

10 松田椿油店 414-0004 伊東市猪戸1-1-18 無 37-3812 商店 10:00～18:00 水 １，０００円の椿油を８００円 なし なし

11 ひもの専門店　平田屋 414-0004 伊東市猪戸1-5-47 有 37-1928 36-8989 商店
9:00～17:00
9:00～15:00（火
のみ）

水
お買い上げ１，０００円以上で粗品
プレゼント

あり なし サービスの限定数：３０個

12
ベーカリー＆カフェレストラン
SAZANKA

414-0004 伊東市猪戸1-5-32 無 37-4647 37-1644 飲食店 8:00～19:00 なし
カフェレストランをご利用のお客様
に
ミニソフトクリームをサービス！

13 なないろおやつ 414-0004 伊東市猪戸1-1-10 無 37-6002 商店 10：00～16：00
火

毎月末最
終水曜日

お好きなフィナンシェひとつ50円
OFF！

なし なし

14 備屋珈琲自家焙煎工房 414-0004 伊東市猪戸1-5-35 無 36-2531 36-2531 飲食店 9：00～18：00 なし オリジナルお菓子1つプレゼント なし なし

15 市川製茶　湯の花通り店 414-0004 伊東市猪戸1-2-1 無 37-3796 35-9521 商店 10:00～17:00 木 絵手紙パックプレゼント なし なし

16 ジュエリーアリア伊東店 414-0002 伊東市湯川1-14-6 無 35-0995 35-0996 貴金属販売 9：30～18：00 なし 浴衣のお客様お買い上げ10％OFF なし なし

17 Izu-Kougen駅cafeべるじゅ 413-0232
伊東市八幡野1183
やまもプラザ

有 54-4481 54-4481 飲食店 10：00～17：00 なし ソフトクリーム100円引き

18
メガネのハヤフジ
伊豆高原駅やまもプラザ店

413-0232
伊東市八幡野1183
やまもプラザ1F

有 53-3601 53-3601 商店 9:00～18:00
第1･2･3

水
サングラス全品５％OFF なし なし

19 市川製茶　伊豆高原店 413-0232
伊東市八幡野1183
やまもプラザ内

有 53-2262 53-2262 商店 9:00～17:00 木 絵手紙パックプレゼント なし なし

20 信海　(飲食店) 413-0232
伊東市八幡野1183
やまもプラザ

有 55-1000 55-1001 飲食店
11：00～15：00
17：00～21：00

不定休 一品料理サービス なし なし

21 信海　(鮮魚・ひもの) 413-0232
伊東市八幡野1183
やまもプラザ

有 55-1000 55-1001 商店 9:30～16：30 年中無休 自家製のひもの10％OFF なし なし

22 伊豆高原　手鞠 413-0232
伊東市八幡野1184
やまもプラザ204

有 54-3737 飲食店
11：00～21：00
(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ20：
00)

なし 枝豆をサービス致します。 なし なし

桜木町 23 パティスリー　甘青堂 414-0014 伊東市弥生町4-1 無 37-3946 37-3946 商店 8：30～20：00 水
浴衣でご来店の方お楽しみサービ
スあり！

なし なし

あんじん 24 市川製茶　伊東銀座元町店 414-0028 伊東市銀座元町5-2 有 55-9222 55-9222 商店 10:00～18:00 金 絵手紙パックプレゼント なし なし

25 市川製茶　本店 414-0031 伊東市湯田町2-12 有 36-0038 37-2366 商店 8:30～17:30 日 絵手紙パックプレゼント なし なし

26 市川製茶　吉田店 414-0051 伊東市吉田574-2 有 45-0263 45-1125 商店 9:00～17:00 水 絵手紙パックプレゼント なし なし

27 Kitchen＆Bar　LAGOON 414-0027
伊東市竹の内1-3-11
金子ビル102

有 35-1119 空白 飲食店 18：00～23：00 不定休
選べるFood１品サービス
（詳細は店内に）

なし なし ・サービスの詳細は店内に

28 磯丸（伊東マリンタウン内） 伊東市湯川571-19 有 35-3060 商店 9:00～18:00 無休 お会計5%OFF なし なし

29
伊豆中ばんばん食堂（伊東マリ
ンタウン内）

伊東市湯川571-19 有 37-0777 飲食店 11:00～19:00 無休
お食事の方に揚げ干物１つサービ
ス

なし なし L.O.18:30

30
伊豆浜焼本舗（伊東マリンタウ
ン内）

伊東市湯川571-19 有 29-6601 飲食店 11:00～19:00 無休
お食事の方にソフトドリンク１杯サー
ビス

なし なし L.O.18:30

31
サンドウィッチハウスSAZANKA
（伊東マリンタウン内）

伊東市湯川571-19 有 36-2639 飲食店 9:00～18:00 無休 お会計5%OFF なし なし L.O.17:30

32 和菓子　いっしん 伊東市湯川571-19 有 38-3515 商店 9:00～18:00 無休
1,000円以上のお買い上げで、うり
坊かぐり坊のどちらか１つサービス

なし なし

33
蕎麦ダイニング楽（伊東マリン
タウン内）

伊東市湯川571-19 有 29-6111 飲食店 9:00～18:00 無休 お食事の方にちくわ天１つサービス なし なし L.O.17:30

34 アマンテ 414-0003
伊東市中央町11-18
グリーンビル1F

無 36-2070 飲食店 19:30～24:00 日・月 １ドリンク／カラオケサービス なし なし

35 魔女の館 414-0003
伊東市中央町8-10
苅谷ﾋﾞﾙ1F

無 36-0341 飲食店 20:00～ 日・第３月 おつまみ又はフルーツサービス なし なし

36 ぴあのカフェBar　T＆G 414-0003 伊東市中央町7-5 無 29-6267 飲食店 19:00～24:00 月 生ピアノの伴奏で歌えます なし なし

37 すなっく　ちか 414-0003
伊東市中央町11-17
ﾄﾞｳﾀﾂﾋﾞﾙ1F-1

無 35-0550 飲食店 20:00～25:00 日
おつまみ又はお好きな乾き物を
サービス！！

なし なし

38 ｓｎａｃｋ　Ｂｌｅｓｓ 414-0003
伊東市中央町8-3
山梨ﾋﾞﾙ1F

無 29-6333 飲食店 20:00～25:00 不定休 当店指定・ショット１杯サービス なし なし

39 スナックface 414-0003
伊東市中央町7-8
フジリキビル2F

無 36-8807 飲食店 20:00～25:00 日 ドリンク１杯サービス なし なし

40 スナック美奈子 414-0003 伊東市中央町11-17 無 36-4005 飲食店 19:30～25:00 無休 フルーツサービス なし なし

41 倉敷（くらしき）スナック 414-0003
伊東市中央町11-16
中央ビル1F

無 37-8900 飲食店 18:30～25:00 無休
１ドリンク+ツマミ3品　通常1,500円
の所1,000円

なし なし 宵街通り中央です。

42 スナックHula 414-0003
伊東市中央町11-17
銅辰ビル1F2号室

無 36-6639 飲食店 20:00～25:00 月 １ドリンクサービス なし なし

43 スナック五条 414-0003
伊東市中央町7-7
中屋ビル1F

無 36-8769 飲食店 20:00～25:00 不定休 合計10%引き なし なし

スナック

HIKARI　to　YUKATAにぎわい演出事業　協賛事業登録店一覧

キネマ通り

湯の花通り

やまもプラザ

その他

マリンタウン



44 スリーエイト 414-0003 伊東市中央町8-9 無 37-2839 飲食店 19:00～24:00 日・月・火 おつまみ１品サービス なし なし

45 スナック&パブ パラダイス 414-0003 伊東市中央町9-8 有 35-1837 飲食店 20:00～25:00 木 おつまみ１品サービス なし なし

46 スナックCOCO 414-0003 伊東市中央町9-8 無 37-5577 飲食店 20:00～25:00 日・木 ワンドリンクサービス なし なし

47 スナックマイアミ 414-0003 伊東市中央町5-4 無 35-0725 飲食店 20:00～25:00 日
お1人様ワンドリンク（ビール・ソフト
ドリンク）サービス

なし なし

48 フレンズ純子 414-0004 伊東市猪戸1-8-39 無 36-9229 飲食店 17:30～26:00 日 ウイスキーor焼酎　1杯サービス なし なし

49 小室山レストハウス
伊東市川奈小室山
1428

有 45-1444 45-1445 観光施設 9:00～16:00 無休 ソフトクリーム50円引き なし なし

50 池田20世紀美術館 414-0052 伊東市十足614 有 45-2211 45-2212 観光施設 9:00～17:00 水（但し7,8月は営業） 入館料金10%引き なし あり 9:00～17:00

51 グラスマレライミュージアム 413-0231 伊東市富戸842-175 有 33-6355 33-6355 観光施設 9:30～17:00
木（祝日
開館）

8月無休

とんぼ玉制作体験をしていただいた
方にかんざしパーツ（¥660）をプレ
ゼント

あり なし 30本限定

52 伊豆高原グランイルミ 413-0231 伊東市富戸1085-4 有 51-1122 観光施設
営業時間等、
詳細はHPをご
覧ください。

大人1700円→1200円、小学生1000
→700円、幼児500円→350円

なし なし 7/23～8/31まで

宿泊施設 53 ホテルラヴィエ川良 414-0027 伊東市竹の内1-1-3 無 37-8181 宿泊施設 14:00～17:00 無休
ワンコイン（500円）でウェルカムドリ
ンク飲み放題

なし
14:00～
17:00

宿泊しないお客様もご利用できます。

スナック

観光施設


