
市内地域共通クーポン　取扱店舗一覧 12/4　0:00時点

店舗名 住所 電話番号 業種 業種備考 クーポン種別

ヤマト運輸　伊東宇佐美センター 伊東市宇佐美１１０９－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸　伊東中央センター 伊東市岡１３００－４ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸　伊東吉田センター 伊東市吉田５９２－３ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

ヤマト運輸　伊東八幡野センター 伊東市八幡野１１９０－１ 0570-200-000 11.物流（宅配等） 紙

駅レンタカー  伊東営業所 伊東市湯川1-7-6 0557-55-7753 12.レンタカー 紙・電子

ニッポンレンタカー 伊東駅前営業所 伊東市湯川１－７－６ 0557-36-8802 12.レンタカー 紙・電子

トヨタレンタカー　伊東駅前店 伊東市湯川1-7-9 0557-37-0100 12.レンタカー 紙・電子

日産レンタカー 伊東駅前店 伊東市湯川１－８－４ 0557-38-4123 12.レンタカー 紙・電子

ニッポンレンタカー 伊豆高原駅前営業所 伊東市八幡野１１６２－１９ 0557-54-6780 12.レンタカー 紙・電子

駅レンタカー  伊豆高原営業所 伊東市八幡野1162-19 0557-55-9566 12.レンタカー 紙・電子

ゆう遊空間 伊東店 伊東市吉田1026 0557-44-2271 20.遊興施設（ネットカフェ、漫画喫茶等） 紙・電子

美春給油所 伊東市宇佐美1128-1 0557-48-8002 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子

堀野薬局宇佐美店 伊東市宇佐美1968-8 0557-48-0709 21.その他 一般医薬品販売 紙

エスケープ 伊東市宇佐美２６７０－２ 0557-47-3335 21.その他 ペットホテル 紙・電子

おおぞら薬局みはらし店 伊東市岡217-28 0557-32-0801 21.その他 薬局 紙

おおぞら薬局荻店 伊東市荻398-13 0557-52-3030 21.その他 薬局 紙

伊東カントリークラブ 伊東市荻６９４番地の１ 0557-36-5865 21.その他 ゴルフ場 紙・電子

クリエイトエスディー伊東荻店 伊東市荻畑ヶ田 150 0557-35-5130 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

イエローハット伊東店 伊東市鎌田1286-6 0557-32-1680 21.その他 自動車用品小売り業 紙・電子

カインズ　伊東店 伊東市鎌田字城平ノ上 1278-1 0557-32-2111 21.その他 ホームセンター 紙

ユニクロ 伊東店 伊東市吉田720-2 0557-44-4055 21.その他 アパレル 紙・電子

有限会社　福原石油 伊東市宮川町二丁目1-25 0557-37-7270 21.その他 ガソリンスタンド 紙・電子
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ウエルシア伊東南店 伊東市玖須美元和田 716-65 055-732-2089 21.その他 ドラッグストア 紙

クリエイトエスディー伊東殿山店 伊東市玖須美元和田 716-805 0557-38-1333 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

ヴァルトの森ドッグ倶楽部 伊東市玖須美元和田155-13 0557-37-2939 21.その他 ペットサービス業 紙

グルメ村田 伊東市玖須美元和田720-143 0557-38-0132 21.その他 小売　弁当・惣菜 紙

リラクゼーションHANA 伊東DUO店 伊東市玖須美元和田720-143 0557-38-0149 21.その他 リラクゼーションボディーケア 紙

おおぞら薬局デュオ店 伊東市玖須美元和田720-143伊東ショッピングプラザデュオ1F 0557-55-7033 21.その他 薬局 紙

クリエイトエスディー伊東広野店 伊東市広野 3-2-11 0557-32-1020 21.その他 ドラッグストア 紙・電子

ペットサロン　ドギー白川 伊東市広野１－１－１６ 0557-36-7783 21.その他 ペットサロン 紙・電子

伊東SS 伊東市寿町1-9 0557-37-2440 21.その他 ガソリンスタンド 紙

ワシントン靴店 伊東市松原湯端町2-7 0557-37-8310 21.その他 靴小売 紙・電子

株式会社　伊東モータース 伊東市川奈　１２５４ 0557-45-1171 21.その他 自動車修理　販売 紙・電子

わんこフォトスタジオ 伊東市川奈1259-51 090-6760-6272 21.その他 観光写真 紙・電子

わたしのハイフ・伊東店 伊東市大原3-12-9 080-2066-2277 21.その他 エステサロン 紙・電子

れすぱいと伊豆高原 伊東市池893-177 0557-27-1673 21.その他 リラクゼーションサロン 紙・電子

ウエルシア伊東竹の内店 伊東市竹の内1-146-1 055-732-5589 21.その他 ドラッグストア 紙

エネクスフリート株式会社　ITO店 伊東市竹の内1-5-1 0557-37-2165 21.その他 ガソリンスタンド 紙

新丁薬局 伊東市中央町９－２２ 0557-37-2314 21.その他 薬局 紙・電子

グレートネイチャーツアーズ 伊東市東松原町１２ー５第２三浜ビル地下 050-3740-9340 21.その他 レンタサイクル 紙・電子

ほぐし屋 伊東市湯川１－８－５伊東駅前ビル３階 0557-37-0255 21.その他 整体・エステティック 紙

伊豆の癒し処　はな 伊東市湯川1-9-11みそのビル2階 0557-55-7787 21.その他 リラクゼーションボディーケア 紙

リラクゼーションHANA 伊東マリンタウン店 伊東市湯川571-19 0557-29-6178 21.その他 リラクゼーションボディーケア 紙

クリエイトエスディー伊豆高原店 伊東市八幡野 1167-2 0557-55-1170 21.その他 ドラッグストア 紙・電子
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ねこカフェ　にゃおん 伊東市八幡野1132-8 0557-54-5000 21.その他 ねこカフェ 紙・電子

カインズ　伊豆高原店 伊東市八幡野1143-1 0557-54-7111 21.その他 ホームセンター 紙

リラクゼーションHANA 伊豆高原の湯 伊東市八幡野1180 0557-35-9780 21.その他 リラクゼーションボディーケア 紙

宮川薬局 伊東市八幡野1189-1 0557-53-0086 21.その他 一般医薬品販売・化粧品 紙・電子

はせがわスポーツ指圧鍼灸院 伊東市富戸１３１７－２５５４ 0557-52-0694 21.その他 あんま指圧マッサージ鍼灸 紙・電子

リラクゼーションHANA ホテル　ヴィラージュ伊豆高原 伊東市富戸1317-8 0557-51-7355 21.その他 リラクゼーション　ボディーケア 紙

ウエルシア伊東宝町店 伊東市宝町３番－２ 055-732-3089 21.その他 ドラッグストア 紙


