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青木精肉店 精肉店 宮上 る セレクトショップＲＵＲＵ 婦人服 土肥 お 大滝ホテル 旅館、ホテル 宮上
味采 弁当店 土肥 婦人服専門店ワタナベ 婦人服・装飾小物 土肥 か 加満田 旅館、ホテル 宮上
すし赤兵衛 すし店(持帰り用) 土肥 どら焼き和果 どら焼き・ゼリー 土肥 き 久亭 旅館、ホテル 宮上
肉の浅井 精肉店 土肥 セブンイレブンサンサン通り店 コンビニ 土肥 こ 元湯旅館　光陽館　 旅館、ホテル 宮上
愛ランドオケモト 家電品店 中央 セブンイレブン城堀店 コンビニ 城堀 さ 山翠楼 旅館、ホテル 宮上
ＡＳＡ湯河原 新聞販売店 土肥 セブンイレブン鍛冶屋店 コンビニ 鍛冶屋 ホテル城山湯河原ラドンセンター 旅館、ホテル 城堀
石倉商店 乾物食料品店 宮上 セブンイレブン湯河原宮上店 コンビニ 宮上 湯河原ホテル四季彩 旅館、ホテル 宮上
一福堂 土産物店 土肥 セブンイレブン湯河原中央２丁目店 コンビニ 中央 杉の宿 旅館、ホテル 鍛冶屋
石渡商店 野菜食料品店 宮上 ローソン湯河原町土肥店 コンビニ 土肥 温泉旅館 水月 旅館、ホテル 土肥
石澤商店 柑橘類販売店 土肥 ローソン湯河原中央１丁目店 コンビニ 中央 せ 青巒荘 旅館、ホテル 宮上
石窯パン工房TAKU パン製造販売 中央 ローソン湯河原城堀店 コンビニ 城堀 た 大眞庵 イベント・宿泊 宮上
魚松 鮮魚店 宮上 アメリカンクラブハウス レストラン 土肥 ホテル眺望山荘 旅館、ホテル 宮下
魚忠 鮮魚・干物店 土肥 ステーキハウス亜伊由 レストラン 中央 千代田荘 旅館、ホテル 宮上
干物専門店魚判 ひもの店 宮上 炭火焼肉ＡＳＨＩＤＡＹＡ 焼肉店 土肥 つ 懐石　海石榴 旅館、ホテル 宮上
魚繁 鮮魚店 宮上 創作割烹　秋山 和食店 土肥 て 旅館天作 旅館、ホテル 宮上
魚辰 鮮魚店 宮上 、、、＆N『行燈』 酒・食事(ワインバー) 宮上 な お宿　ながお 旅館・ホテル 宮上
魚増商店 鮮魚店 中央 ＡＲＵ 洋風居酒屋 土肥 に ニューウェルシティ湯河原 旅館、ホテル 泉
上野畳店 畳製作販売 中央 ari-deli カフェ 土肥 ふきや 旅館、ホテル 宮上
運海丸　しらす直売所 しらす直売・加工販売 福浦 ミュージアムカフェ and garden カフェ・飲食 宮上 富士屋旅館 旅館、ホテル 宮上
エコー電器 家電品店 土肥 蕎麦厨房　岩戸屋 そば、食堂 門川 ほ 山荘　豊仙 民宿 鍛冶屋
ゑふや本店 和菓子店 宮上 珈琲・軽食　岩本屋 飲食店 宮上 み 三輪　湯河原 旅館、ホテル 宮上
エナジーデポ中条 ガソリンスタンド・石油製品販売 土肥 lunch itta 和食レストラン(うなぎ) 泉 め おんやど　恵 旅館、ホテル 宮上
エスワン作業着直販ｾﾝﾀｰ 作業服店 土肥 いろは 飲食店 宮上 ゆ 源泉かけ流しの宿　湯楽 旅館、ホテル 宮上

お 小沢牛乳店 牛乳店 吉浜 いざックいいとも 居酒屋風スナック 土肥 り 涼 民宿 福浦
加藤肉店 精肉店 宮上 さかな料理　魚繁 料理店 宮上 アーバン美容室 美容室 土肥
カーヴ・ド・プレジール 酒、食料品店 土肥 うおたつ 飲食店 宮上 アズ・トータルフォトスタジオ 写真スタジオ 土肥
かどや 洋品店 宮下 スナックう乃 スナック 土肥 岩本理容室 理容室 土肥
カトリ化粧品 化粧品店 宮下 ウエスト本店 レストラン 宮下 伊東理容店 理容室 土肥
カワシマ生花店 生花店 宮上 ウエスト駅前店 喫茶店 宮下 伊豆箱根交通 タクシー 宮上
湯河原温泉観光協会 温泉の素・石鹸 宮上 ウエンズデー コーヒー・軽食 土肥 板倉理容館 理容室 宮上
かみむら製菓 菓子製造卸 土肥 恵比寿茶屋 飲食店 中央 エス・シーリビング 不動産業 土肥
華屋 生花・鉢 土肥 越後屋 そば・うどん・丼物 宮上 エステジュール　ミロ エステサロン 土肥
かまとら 鮮魚・ケーキ 宮上 エル　オンブレ 飲食店 土肥 お 大滝商事 不動産業 宮上
かねか水産 干物・鮮魚問屋 福浦 オフシーズン 喫茶店 土肥 柏木晃二税理士事務所 税理士事務所 中央
神谷温泉 湯河原神谷温泉20ℓ・10ℓ 宮上 四季の店おしゃれ 料理スナック 土肥 カーム 美容室 中央
フラワーショップ　ガーランド 生花・鉢物 土肥 キッチンクレープおのづか 軽飲食 宮下 喜久屋クリーニング クリーニング業 門川

き 木村商店 駄菓子、たばこ店 中央 大ちょうちん 居酒屋 土肥 ビュティーサロンキャンディ ビューティーサロン 土肥
アトリエ・クリスマスの木 ハンドメイド雑貨 土肥 Oleemun(オリマン) サラダ専門店 土肥 協和開発企業 不動産代理業・仲介業 土肥
グラスフィズ メガネ・コンタクト 門川 かっ平寿司 すし店 中央 クイーンズ メイクアップ・マツ毛・ネイル 中央
ケージー(アウトレットショップ) 靴販売 中央 中華　かしょう 中華料理店 宮上 グリーン不動産 不動産業 土肥
ケンコートライ 化粧品・雑貨 中央 韓味村 韓国家庭料理 宮上 こごめの湯 日帰り湯 宮上
河野商店 酒、食料品店 中央 和はな 和食店 中央 こごめの湯　ファンゴハウス 温泉泥施術 宮上
小梅堂 和菓子店 宮上 Café＆Salon　OAZO コーヒー・ハーブティ・軽食 土肥 アロマ＆脱毛サロン　ＣＯＣＯＲＯＭＡ 脱毛・アロマテラピー・エステ 土肥
好文の木＆いんさつ工房好文の木 書籍(新刊・中古)・文具・印刷 土肥 ハンバーガーショップ　カオス ハンバーガー＆ドリンク 門川 ヘアーサロン　ゴトウ 理容室 宮下
胡仙堂 菓子製造小売 土肥 らーめん　きっせい ラーメン店 中央 五味洋服店 紳士服オーダー・服直し 土肥
斉藤商店 家電、燃料販売店 中央 きんさん家 居酒屋 土肥 神静自動車工業 自動車整備・車検 城堀
三和商会 家電品店 土肥 京家 飲食店 中央 美容室chouchou 美容室 吉浜
三洋時計店 時計店 土肥 京 飲食業 土肥 治平丸自動車 車検・点検・修理・板金塗装 土肥
三光電気商会 家電販売・電気工事 宮上 餃子ショップ 中華料理店 土肥 す スタジオ千夢 写真スタジオ・ＤＰＥ 土肥
サンボンジュール パン製造販売 中央 京城苑 焼肉店 土肥 せ ヘアーサロン　センス ヘアーサロン 宮上
塩瀬総本店 せんべい店 宮上 剣鮨 すし店 土肥 そ 日刊　相豆 地方紙　広告等 中央
島袋商店　セルフ湯河原ＳＳ ガソリンスタンド 中央 紅籠坊 中華料理店 土肥 タケダ印刷 印刷業 中央
ジュエリー奥山 貴金属アクセサリー店 中央 小松庵 飲食店 宮下 田代鍼灸マッサージ接骨院 鍼灸・マッサージ 土肥
十二庵 豆腐店 宮上 光玉 中華 宮上  DADA(ダダ) 理容店 宮上
JAかながわ西湘湯河原営農経済センター 農産物・加工品及び生活・生産資材 中央 食彩酒房庄屋 居酒屋 中央 つ 露木自動車修理工場 自動車修理 土肥
KIMONO SHOP 鈴木 呉服・和装小物店 宮上 スナックシャングリラ スナック 宮上 美容室トレヴィ 美容室 土肥
鈴木呉服店　 呉服．洋品店 門川 鮨秀 すし店 宮上 ｄo陶芸館 陶芸教室 宮上
杉山米店 米店 宮上 そば処すみのや そば、食堂 中央 美容室ＤＯＯ カット・カラー・着付け・まつ毛パーマ 中央
住吉屋湯河原店 パン・洋菓子店 門川 ステーキハウス西湘 レストラン 宮上 中村鍼灸院 鍼灸マッサージ 宮上
杉崎精肉店 食肉・総菜 福浦 寿司春 すし店 土肥 中自動車 自動車修理 吉浜

せ 西湘畜産 精肉店 土肥 湯蕎庵たかはし そば・料理店 土肥 の 理容乃木軒 理容業 中央
タイヤショップ　ロード タイヤ販売店 土肥 高松食堂 一般食堂 中央 箱根登山ハイヤー タクシー 宮下
第一電気 家電品店 中央 高杉 軽食・酒 宮上 カットインハンサム 理容業 土肥
だんだんGOHAN お弁当・お惣菜 中央 ち 忠慶苑 焼肉店 宮上 バンブー(Bamboo) フェイシャルエステ・ジェルネイル 土肥
大幸建設 ハンドメイド・木の雑貨 土肥 トルティーノ レストラン 土肥 湯河原パッキーボウル ボウリング場 宮上
茶千 お茶店 中央 スナックトニワン スナック 土肥 美容室　パームス 美容室 中央
ちぼりスイーツファクトリー 洋菓子販売 土肥 鳥助 飲食店 宮上 パソコンレスキュー パソコン修理・設定 土肥

つ つのだや 呉服・洋品・日用品 土肥 東里 飲食店 宮上 オレンジラインパターゴルフ場 パターゴルフ場 宮下
て 寺井商店 柑橘類販売店 中央 な 焼肉　南大門 焼肉店 土肥 Hill side GOLD　Facial SALON エステサロン 宮上

トキワ薬局本店 一般医薬品販売 中央 花うさぎ 居酒屋 土肥 ひゃくえ治療室 鍼灸マッサージ 中央
トキワ薬局宮上店 一般医薬品販売 宮上 春本食堂 一般食堂 中央 ヒロミフォト 出張写真 土肥
土肥祥 酒、食料品店 宮下 はし善 料理店 中央 美洗館土肥店 クリーニング取次店 土肥
ドルチェ 洋品・装飾品・リサイクル品店 宮下 花の詩 居酒屋 土肥 いきいき健康マージャン　ピア マージャンクラブ 土肥
南部食料品店 酒、食料品店 中央 はま源 和食店 門川 フォトスタジオタチオカ 写真スタジオ・ＤＰＥ 土肥
酒とつけ物の中村屋 酒、食料品店 中央 はなとみ お好み焼き 土肥 フレグランスノート ｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰｽｸｰﾙ・香水作り体験 門川
灘屋 酒・食料品店 宮上 焼肉　ぱだ 焼肉 宮上 真鶴タクシー タクシー 福浦
八角 ひもの店 土肥 居酒屋　開く 居酒屋 土肥 まごころ弁当・まごころデイサービス 弁当配送・介護 中央
花茂 生花店 城堀 ビストロ　タブシェ フレンチレストラン 土肥 み 美容室　雅-Ｍiyabi- 美容室 土肥
花一生花店 生花店 土肥 不動滝　茶屋 甘味・うどんそば 宮上 む 向笠印刷 印刷業 門川
手芸の店バルカン 手芸店 土肥 富士屋旅館　瓢六亭 うなぎ・和食 宮上 茂登山商店 葬祭業、仏具店 土肥
ビューティショップ園 化粧品店 土肥 仏料理　プティスエ フランス料理 吉浜 門川ハイヤー タクシー 土肥
湯河原町立湯河原美術館内ミュージアムショップ 雑貨 宮上 ほ 喫茶ボン 喫茶店 泉 湯河原動物病院 動物病院 土肥
ファインズ スーパーマーケット 中央 マリン馬 レストラン 土肥 湯河原タクシー タクシー 宮上
ぶんらく商店 リサイクルショップ 土肥 マリア-エレナ スナック 土肥 湯河原カンツリー倶楽部 ゴルフ場 吉浜
ブレッド＆サーカス パンと焼菓子 土肥 食事処まつい 飲食店 宮下 湯河原貨物自動車運送 運送業 中央

へ ベア 婦人服店 土肥 酒菜　みずの 居酒屋 中央 湯河原はり灸マッサージ師会 鍼灸マッサージ 宮上
ほまれ 鮮魚店 宮下 福浦漁港みなと食堂 食堂磯料理 福浦 ら ヘアースペースライツ 美容室 土肥
ポラリス パン製造販売 土肥 スナック MINAMI スナック 土肥 リアルター 不動産業 門川
丸福 ひもの店 土肥 お休み処　みのや 飲食店 宮上 リベレイト リラクゼーションサロン 宮上
マインマート湯河原駅前店 酒、食料品店 土肥 カフェレストラン 宮上倶楽部 カフェレストラン 宮上 ろ ロジコ在宅支援センター 外出同行・家事代行等 土肥
松井魚店 鮮魚店 宮下 味豆喜 飲食店 宮上 イタクラ 管工事業 門川
松本商店 酒・食料品店 土肥 む 流甘味　むろさだ カフェ・軽食 宮上 伊藤工務店 管工事・建築土木業 宮上
まるひ水産 ひもの店 吉浜 め 喫茶メルヘン コーヒー・軽食 土肥 一優工務店 建築工事業 宮上
マークシティー スポーツ用品 中央 スナックやまき スナック 中央 インテリアリキイシ リフォーム業 鍛冶屋
ギャラリーマルサン 陶磁器 土肥 やまき 料理店 宮上 お 岡本設備工業 配管業 土肥
和菓子処味楽庵 和菓子店、和菓子作り体験 宮上 ラ－メン　やっこ ラーメン店 中央 か インテリア桂田 内装工事業 中央
ミクエ・ハウスシューズ 靴小売業 土肥 くつろぎ処　屋台家 居酒屋 土肥 き 北村建築設計事務所 設計事務所 中央
みよし園茶店 茶小売 宮上 餃子の湯河原一番亭 中華料理店 宮下 け ケーユー電機 電気・通信工事 鍛冶屋
メガネの三洋 メガネ店 土肥 湯河原アカス カレー店 中央 こ 石のこばせき 石工事・外構工事 吉浜
メルカード 婦人紳士服・雑貨・贈答品店 土肥 湯河原ラーメン ラーメン店 土肥 し 島袋鉄工所 水まわりの修理、リフォーム工事 中央
八百堅 野菜食料品店 宮下 湯河原惣湯 カフェ・温泉・レストラン・本 宮上 す 菅沼工務店 大工・工事 中央
八百正商店 野菜食料品店 宮上 り リラクゼーションカフェ　TORA 飲食店 吉浜 そ 添田表具店 表具店 土肥
八亀商店 酒・食料品・たばこ店 土肥 る ROUTE　１０１ からあげ　カフェ 中央 アートたかはし 看板製造業 土肥
八百徳商店 野菜食料品店 中央 れ レストラン小清水 レストラン 宮下 大伸設備 衛生空調設備業 鍛冶屋
湯河原セトモノショップ 瀬戸物店 土肥 ろ 魯風人湯河原店 とろけるタンシチューの店 吉浜 と 常盤建築 大工工事業 鍛冶屋
湯河原燃料 ガソリンスタンド 宮上 カフェ・キッチンわかむら 軽飲食 土肥 ふ 二見建設 土木業 土肥
湯河原養蜂園 蜂蜜・土産物店 宮上 蕎麦　ワタル そば店 宮上 ほ 細田美装 塗装・リフォーム 宮上
湯河原ガス ガス器具 土肥 アポロ荘 旅館、ホテル 宮上 ま 巻上造林 森林整備・造園工事 宮上

よ 読売センター湯河原 新聞販売業 土肥 ホテルあかね 旅館、ホテル 宮下 み (有)峯造園 造園業 鍛冶屋
雷神堂湯河原店 菓子・食料品店 門川 い 伊藤屋 旅館、ホテル 宮上 も 望月塗装 塗装工事業 土肥
ラ・モード・フミ 婦人服店 宮上 源泉　上野屋 旅館、ホテル 宮上 山室畳内装店 畳内装工事・畳雑貨販売 土肥
湯河原菓子工場ランブル 洋菓子 土肥 旅館魚判 旅館、ホテル 宮上 山昭 土木業 中央
力石モータース 自動車販売 土肥 温泉やど　うおき 旅館、ホテル 土肥 山本建築 大工工事業 吉浜
リバーサイド 純水製造器・ゲルマニウム商品 吉浜
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