おいでよ！おまえざき！宿泊割 地域クーポン取扱店舗
お土産・テイクアウト等
ヤマサン藤田水産（なぶら市場内）
御前崎日光丸（なぶら市場内）
ヤマショウ（なぶら市場内）
御前崎TOMORU（なぶら市場内）
マリンステーション 大沢(なぶら市場内）
海の幸プラザ（下村喜作商店：なぶら市場内）
福泉
共栄水産
山亜里製茶
merikenko
かめや本店
PANYA Artisan BAKERY
BAKERY YAMASHITA
肉のやまろく
中山酒店
丸池製茶
大安カネ正魚金
道の駅風のマルシェ御前崎
竹田酒販（リカーランド ドリーム 浜岡店）
たこ満 浜岡本店

御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市御前崎1071
御前崎市御前崎24-3
御前崎市新野2689-1
御前崎市佐倉4760-1
御前崎市池新田4110-4
御前崎市白羽6566-1
御前崎市下朝比奈2670-1
御前崎市御前崎2953-1
御前崎市塩原新田592-6
御前崎市新野585‐14
御前崎市池新田1709-1
御前崎市合戸字海岸4384番地1
御前崎市池新田3416-2
御前崎市池新田2483-3

0548-63-6661
0548-63-3216
0548-63-6888
0548-51-4239
0548-63-5850
0548-63-6200
0548-63-3027
0548-63-2892
0537-86-3221
0537-28-9767
0537-86-2125
090-7402-4034
0537-88-9171
0548-63-2323
0537-86-2234
:0537-86-2498
0537-86-2123
0537-85-1177
0537-86-2014
0537-86-7188

お土産、しらす、釜揚げしらす等
お土産、海鮮
お土産、海鮮
お土産等
お土産等
お土産、海鮮
お土産、海鮮
お土産、しらす、釜揚げしらす等
お土産、お茶
お土産、焼き菓子、ケーキ
お菓子、おまんじゅう等
パン
パン
精肉店
お酒販売店
お土産、お茶等
海鮮、テイクアウト等
お土産
お酒販売店
お土産、お菓子、ケーキ等

飲食店
パシフィックカフェ御前崎
一本釣り日光丸（なぶら市場内）
フジヤ ナチュラル（なぶら市場内）
お食事処海鮮（なぶら市場内）
イタリアンジェラート・マーレ（なぶら市場内）
ポモドーロ
居酒屋みっこ
御食事処たきぐち

御前崎市御前崎1565-2
御前崎市御前崎港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市港6099-7
御前崎市池新田5258-1
御前崎市池新田2465-6
御前崎市池新田5312-2

0548-63-1100
0548-63-3216
0548-63-6618
0548-63-6789
0548-63-5963
0537-86-9586
0537-86-8841
0537-86-4915

カフェ、飲食店
飲食店
飲食店
飲食店
ジェラート
飲食店
飲食店、居酒屋
飲食店

和伊亭
らくがき
バレーナ
イタリア食堂ILPiatto
串焼専門店 串げん
グランパークあらさわ（あらさわふるさと公園内）
こなもん食堂
O’HANA
ステーキレストラン「グウ」
しぶき
みなとや
さん久
売茶坊まるよ（まるよ茶屋）
割烹 眞海
レストランパステル
うなぎ処野崎
小松寿し
ひと休処つくし
中華料理 小稚
東風
八潮コーヒー
かいづか
どさん子大将 浜岡店
錦亭
星の砂
旬肴ゆう
荒磯

御前崎市合戸1811-1
御前崎市池新田2472-1
御前崎市御前崎8-18
御前崎市池新田3776-1
御前崎市池新田4859-1
御前崎市下朝比奈158-7
御前崎市池新田3936-1
御前崎市池新田5530-2
御前崎市池新田5489-1 コーポ揚張1F
御前崎市池新田5825-6
御前崎市池新田4826‐1
御前崎市池新田459-2
御前崎市門屋1950-2
御前崎市池新田4860-2
御前崎市池新田5771-1 イオンタウン浜岡内
御前崎市池新田5531-4
御前崎市池新田5799-1
御前崎市門屋2070-38
御前崎市池新田6107
御前崎市新野258-1
御前崎市御前崎1578
御前崎市池新田3921-14
御前崎市合戸3022
御前崎市佐倉1911-1
御前崎市池新田5264-5
御前崎市池新田5275-1
御前崎市池新田5801-0

0537-85-1774
0537-86-7288
0548-63-5609
0537-86-3988
0537-86-7490
0537-85-8230
0537-86-4747
0537-85-1256
0537-86-2576
0537-86-7989
0537-85-8040
0537-86-7395
0120-04-6089
053-785-3707
0537-86-2148
0537-86-3266
0537-86-3962
0537-86-3433
0537-85-4252
0537-85-5361
0548-63-4282
0537-86-4752
0537-86-4348
0537-86-7617
0537-85-5233
0537-86-5939

創作料理店
居酒屋
飲食店、パスタ等
イタリアン
居酒屋、串焼き、焼き鳥等
BBQ、食堂等
お好み焼き、鉄板焼き等
居酒屋
ステーキ店
居酒屋
居酒屋
ラーメン店
カフェ、お茶、雑貨販売等
和食店
レストラン
うなぎ店
お寿司屋
カフェ・喫茶店・雑貨販売
中華料理店
中華料理店
カフェ、民宿
割烹、クエ料理
ラーメン店
和食店
居酒屋、バー
和食店
和食店、海鮮等

アクティビティ
渚の交番
ボルダリング ワールド QRiMo

御前崎市御前崎1565-2
御前崎市池新田4359-68

0548-23-9937
0537-29-7031

マリンスポーツ等
ボルダリング

コンビニ・ドラッグストア・スーパー
セブンイレブン御前崎比木店
セブンイレブン御前崎佐倉店
セブンイレブン御前崎池新田店
セブンイレブン御前崎浜岡店
セブンイレブン御前崎港店

御前崎市比木4222-1
御前崎市佐倉1483-2
御前崎市池新田4020-1
御前崎市池新田4359-51
御前崎市御前崎3129-7

0537-85-2036
0537-86-7725
0537-86-8499
0537-85-1173
0548-63-5221

コンビニ
コンビニ
コンビニ
コンビニ
コンビニ

衣料品、その他
オカムラ

御前崎市池新田5832-1 イオンタウン浜岡店

0537-86-7555

衣料品、靴

ガソリンスタンド
野川商店
揚張石油
栗山石油店
松尾商事

御前崎市合戸2571-3
御前崎市塩原新田316
御前崎市池新田479-1
御前崎市御前崎4375−1

0537-86-4788
0537-86-3322
0537-86-2503
0548-63-2401

ガソリンスタンド
ガソリンスタンド
ガソリンスタンド
ガソリンスタンド

宿泊施設
TheGreenRoomINN
潮騒の宿 八光
岬の宿 八潮
民宿かけ家
お宿 なかにし
静岡カントリー浜岡コース＆ホテル
くれたけイン御前崎
割烹民宿 合亀
いそかぜ
ホテルルートイン御前崎
御前崎旬彩
ペンションクロワッサン
割烹民宿 聖火
御前崎ユースホテル
民宿橘

御前崎市白羽7787
御前崎市御前崎122-22
御前崎市御前崎1578
御前崎市御前崎1631-2
御前崎市御前崎8-1
御前崎市門屋2070-2
御前崎市池新田7644
御前崎市合戸335
御前崎市佐倉4562-1
御前崎池新田2525-1
御前崎市御前崎7-4
御前崎市御前崎8-19
御前崎市御前崎11-41
御前崎市御前崎43-7
御前崎市御前崎42-12

080-3090-2227
0548-63-5338
0548-63-4282
0548-63-2640
0548-63-2020
0537-86-3311
0537-85-1211
0537-86-3022
0537-85-4811
0537-85-0511
0548-55-5345
0548-63-5656
0548-63-3816
0548-63-4518
0548-63-5260

ご宿泊客の追加料理・お酒
雑貨販売・お土産販売等
（宿泊施設によって対象物が
異なりますのでご了承ください）

※R4.1/15 時点 変更になる可能性がございますので、ご了承くださいませ。

