
店名 業種
Ｄａｒｔｓ&Ｂａｒ　ＪＢ‘ｓ バー
カマアイナ レストランバー
新田 食堂
民宿ばいこう 食堂
ことぶき荘 民宿内飲食（朝食）
スナックベル スナック
喜恵門荘 民宿内飲食（朝食）
リゾートインなかい 民宿内飲食（朝食）
伊豆海鮮瀧 食堂
民宿みどり荘 民宿内飲食
カラオケボックスラマル 飲食店
Café&Hamburger Ra-maru 飲食店
平野屋 飲食店
忠誠 飲食店
とんかつ暁亭 飲食店
ピザハウスあんぐる 飲食店
民宿峰荘 民宿内飲食
灼熱ホルモン楠 食堂
日新堂（ポルトカーロ） 飲食店
フウマンチュウ 飲食店
六文銭 居酒屋
BAKE CAFÉ niche カフェ
ダブリン 飲食店
おおかわや 飲食店
下田セントラルホテルレストラン欅 食堂
下田セントラルホテルレストラン桜 食堂
下田セントラルホテル 食堂
ＣＡＦＥくしだ蔵 飲食店
スナック林 飲食店
ペンションタートルハウス 民宿内飲食
網元民宿和泉 民宿内飲食
ぺぺ 飲食店
下田時計台フロント 飲食店
スナック酔蓮 スナック
PerryBerry カフェ
たちばな 民宿内飲食
蕎麦茶寮　須田 飲食店
賀楽太 飲食店
スナックろまん スナック
民宿芦原 民宿内飲食

有限会社なかがわ 飲食店
魚料理いず松陰 飲食店
カフェレストランパバス カフェ
ペンション星の砂 民宿内飲食
さかなや道場伊豆急下田 飲食店
きんめせん昇龍 飲食店
にいえ 民宿内飲食
開国厨房なみなみ 飲食店
開国厨房なかなか 飲食店
開国厨房ぼちぼち 飲食店
ＤｉｎｉｎｇＢａｒNaminami 飲食店
洗濯船 飲食店
Caféやまだ カフェ
モノトーン 飲食店
ＫＡＴＳＵＹＡＭＡ 飲食店
つぼや 飲食店
ラウンジ紫苑 飲食店



薬膳Caféくこの実 飲食店
クアホテル石橋旅館 ホテル内飲食
下田プリンスホテル ホテル内飲食
下田プリンスホテル内かもめ ホテル内飲食
下田プリンスホテル内サンルーム ホテル内飲食
下田プリンスホテル内楽海 ホテル内飲食
下田プリンスホテル内バーリーフ ホテル内飲食
進藤惣菜店 飲食店
オレンジ 飲食店
Sunny Side Coffee Shop 飲食店
市場の食堂　金目亭 飲食店
民宿進吉丸 民宿内飲食
peco 飲食店
白登里 飲食店
草画房 飲食店
下田大和館 館内飲食
下田大和館ダイニング海 飲食店
下田大和館ダイニングＳＯＲＡ 飲食店
おがわ 飲食店
下田料理きんめ屋 飲食店
焼肉ダイニングあうん 飲食店
旬の味ごろさや 飲食店
金虎丸 飲食店　
ＡＬＢＡＴＲＯＳＳ 喫茶店
美松 飲食店　
cubstar 飲食店
ＧＩＯＩＡ 飲食店
魚どんや 飲食店
割烹民宿小はじ 民宿内飲食
幸寿司 飲食店
閃味処料磨 飲食店
乙女楼 飲食店
酒処なぶら 飲食店
たんぽぽ 飲食店
魚助 飲食店
アイタルフーズ 飲食店
とんえび 飲食店
ＭＩＮＯＲＩＫＡＷＡ 飲食店
カラオケハウスＴＡＫＥ１ 飲食店
特選黒毛和牛雌専門焼肉Ｕ 飲食店
サミット 飲食店
焙煎らーめん玄 飲食店
上の山亭 飲食店
有限会社焼家 飲食店
海女小屋 飲食店
晴廉 飲食店
ＣｈｉｎＣｈｏｃｏハイ 飲食店
マンジャーレ 飲食店
パブらいおん 飲食店
やきとり一力 飲食店
美飾酒処文 飲食店
２階の肉屋 飲食店
ＳＥＡ　ＺＵＮ 飲食店
ＣＯＣＯだっけ 飲食店
ＫＭアローズ 飲食店
ＩＲＩＥcoffee&sea 飲食店
ビストロ・ド・マーニ 飲食店
スナック鈴 スナック
ゲストハウス茉心 飲食店



Izu　shirahama street cafe13 飲食店
お好み焼こころ 飲食店
鉄板焼きたろう 飲食店
焼肉食堂成翠園 飲食店
ON　THE　BEACH　　Td`s plate lunch oohama 飲食店
みのり川 飲食店
スナック粋 スナック
タートル 飲食店
下田海鮮やまや 飲食店
TOMI 飲食店
いし塚 飲食店
伊豆のソフト屋下田店 飲食店
魚民伊豆急下田駅前店 飲食店
居酒屋安兵衛 飲食店
下田荘 民宿内飲食
ビーチサイドショップマリーナ 飲食店
白浜マリーナHana　Café 飲食店
As it. 飲食店
なっちゃん スナック
さかなや道場伊豆急下田店 飲食店
縁日屋 飲食店
旬庵丁処　味菜 飲食店
スナックひぐらし スナック
居酒屋　さんきゅう 飲食店
昌子 スナック
スナック　悦ちゃん スナック
むさし 飲食店
NanZ Kitchen 飲食店
楽海 飲食店
寿司　竹 飲食店
なべや　大むら 飲食店
よろずカフェ　らくら 飲食店
温州軒 飲食店
磯料理　ゑび満 飲食店
勝 飲食店
もつ焼　もり田 飲食店
TATADOゆうゆうステーション 飲食店
すなっく　房州屋 スナック
パネット 飲食店
ヴィラ白浜 飲食店
土佐屋 飲食店
ギャラリーカフェ　はまぼう 飲食店
マジック・インディア 飲食店
スナック　林 飲食店
網元料理　徳造丸　下田店 飲食店
串特急　下田駅前店 飲食店
古民家カフェつわぶき 飲食店
手打ちそば　薮 飲食店
食事処　里味 飲食店
喫茶　お山 飲食店
伊豆白浜バーベキューガーデン 飲食店
ゲストハウス麻なみ 館内飲食
ハーバーライト バー
café DEN 飲食店
志のぎ食堂 飲食店
一品香 飲食店
花水季 飲食店
カフェ　メロー 飲食店
波布鮨 飲食店



スナック　めぐみ スナック
四方八 飲食店
スナック　みちこ スナック
LA－ROSE スナック
Good Times café&bar 飲食店
食事処みなみ 飲食店
浜やぶ 飲食店
メモリー 飲食店
スナックえばぁんず スナック
シーサイド白浜レストラン馬鈴薯 民宿内飲食
まとい 飲食店
BEACH　HOUSE 飲食店
焼肉韓味 飲食店
フェルメンコ 飲食店
有限会社相京フーズ　マクドナルド下田駅前店 飲食店
新小林駅前店 飲食店
桜太 飲食店
woman 飲食店
宝来家 飲食店　
カフェ　ル　ドーヴィル 飲食店
下田大和館マーブルラウンジ 館内飲食
油画茶屋 飲食店
磯料理　辻 飲食店
松江寿し 飲食店
Honey Café 飲食店
翔山別亭 飲食店
ホテルマルセイユ 飲食店
スナック美愛 スナック
創作和食たまきや 飲食店
ジョナサン下田店 飲食店
志満田 飲食店
くうかひ 飲食店
にぎりの太助 飲食店
得得　下田店 飲食店
居酒屋のんべえ 飲食店
酒処愛子 飲食店
ルージュ 飲食店
スナック由紀 スナック
ページワン 飲食店
ぷちふうわいわい 飲食店
フラムジャック 飲食店
黒船屋 飲食店
カフェビンゴ 飲食店
北京亭 飲食店
Bar Emu 飲食店
ホワイトビーチホテル 館内飲食
ビラ小沢 館内飲食
花よし 飲食店
知庵土 飲食店
昭和浪漫食堂 飲食店
凰香 飲食店
コサージュ 飲食店
Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｄｒａｇｏｎ 飲食店
青葉城 飲食店
こおひぃはうす可否館 飲食店
Table Tomato 飲食店
レストランやまがた 飲食店
好楽 飲食店
スナックオリーブ スナック



ささ木 飲食店
スナックみよ スナック
割烹いわさ 飲食店
カラオケ道場天天 飲食店
ランプハウス 飲食店
下田東急ホテル　ブルーナティエ 館内飲食
太鼓判 飲食店
居酒屋せな 飲食店
嬋 飲食店
魚河岸 飲食店
後宴酒場 飲食店
SNACK　YUKA スナック
御食事処ごん太 飲食店
キッチンヒロ 飲食店
とんかつ錦 飲食店
ハーフウェイ 飲食店
OliOli Guest House 館内飲食
和風ペンションタムレ（隠れ家） 館内飲食
港月吉佐美店 飲食店
ピエロ 飲食店
藍 飲食店
café do Sanko 飲食店
合掌 飲食店
香 飲食店
白浜えび満 飲食店
向井條食堂 飲食店
コーヒー&スナック　ペペ 飲食店
Barman`s LOG 飲食店
丸川食堂 飲食店
美浜荘 館内飲食
ピザぶーすインディ 飲食店
川端 飲食店
なかえもん 飲食店
モアナ 飲食店
Surya（スーリヤ） 飲食店
Re-Mix 飲食店
サンラファエルカフェ 飲食店
オーシャンフロント稲七 飲食店
Café wabi-sabi 飲食店
磯一 飲食店
一丁 飲食店
南京亭 飲食店
いづみ荘 飲食店
白浜食堂 飲食店
粉もん茶屋あほや 飲食店
風待工房 飲食店
なみ 飲食店
百老亭 飲食店
囲炉里家 飲食店
京駒 飲食店
ネイルサロン&カフェ　プリローザ 飲食店
まごころ 飲食店
福乃家 飲食店
café-costa（カフェコスタ） 飲食店
寿司処楽海 飲食店
つるや食堂 飲食店
ｏｆｆ　the　studio 飲食店
nexus 飲食店
※順不同


