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　　販売店一覧表（静岡）－市町村別－

市町村 販売店名 業種等 住　　　　所

東名日本平パーキングエリア　上り線 サービスエリア売店 静岡市池田

ホットショップ たばこ販売店 静岡市大岩

ＪＯＭＯ　ディオス流通ステーション ガソリンスタンド 静岡市加藤島

ａｕショップ静岡流通 携帯電話販売 静岡市沓谷

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　セルフ２４沓谷 ガソリンスタンド 静岡市沓谷

Ｓポイント　静岡 サッカーグッズ・チケット販売店 静岡市栗原

ＪＯＭＯ　ディオス栗原ステーション ガソリンスタンド 静岡市栗原

杉山たばこ店 たばこ販売店 静岡市紺屋町

ａｕショップ呉服町 携帯電話販売 静岡市呉服町

すみや　静岡本店ソフト館 音楽映像ソフト販売 静岡市呉服町

㈱三幸 たばこ販売店 静岡市駒形通

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　静岡給油所 ガソリンスタンド 静岡市栄町

塩澤商店 たばこ販売店 静岡市敷地

静岡日石㈱　静岡高松給油所 ガソリンスタンド 静岡市敷地

㈲宝くじの鈴木商店 たばこ販売店 静岡市七間町

ＪＯＭＯ　ニュータウン下川原ステーション ガソリンスタンド 静岡市下川原

東京薬局　下川原店 薬品・たばこ販売店 静岡市下川原

イエローハット　新伝馬店 カー用品店 静岡市新伝馬 

西村商店 造園業・たばこ販売店 静岡市新富町

やまわ書店 書籍・たばこ販売店 静岡市水道町

静鉄観光サービス　オレンジプラザＩ．Ｐチケットぴあカウンターチケットショップ 静岡市鷹匠

名鉄観光　静岡支店 旅行業 静岡市鷹匠

歌仙チャンスセンター たばこ販売店 静岡市千代田

すみや　エレパーク　静岡流通どおり店 ＡＶ機器家電品販売 静岡市千代田

ほっかほっか亭　千代田店 弁当店 静岡市千代田

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　石田給油所 ガソリンスタンド 静岡市中田

すみや　ミュージックイン　ＳＢＳ通り店 音楽映像ソフト販売 静岡市中田本町

ディオス静岡インター店 ガソリンスタンド 静岡市中野新田

紳士服ゴトー　静岡東名店 紳士服販売店 静岡市中野新田

ａｕショップ静岡インター 携帯電話販売 静岡市中野新田字橋下

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　静岡インタ－給油所 ガソリンスタンド 静岡市中野新田字橋下

ＪＯＭＯ　ディオス中村町ステーション ガソリンスタンド 静岡市中村町

㈲杉山たばこ店 たばこ販売店 静岡市中吉田

ゲオ 静岡インター前店 映像音楽ソフト販売・レンタル 静岡市西中原

紳士服ゴトー　静岡千代田店 紳士服販売店 静岡市東千代田

ＪＯＭＯ　ディオス日の出ステーション ガソリンスタンド 静岡市日出町

すみや　メディアマックス　静岡平和町店 音楽映像ソフト書籍販売 静岡市平和

ａｕショップ静岡本通 携帯電話販売 静岡市本通

ほっかほっか亭　静岡本通店 弁当店 静岡市本通

マルサン薬局 薬品・たばこ販売店 静岡市本通

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　静岡南給油所 ガソリンスタンド 静岡市曲金

ＪＯＭＯ　ディオス牧ケ谷ステーション ガソリンスタンド 静岡市牧ヶ谷

ａｕショップ静岡駅南 携帯電話販売 静岡市馬渕

ＪＯＭＯ　丸子ステーション ガソリンスタンド 静岡市丸子字赤目ヶ谷

ドラッグストアＡ＆Ａ 薬品・たばこ販売店 静岡市みずほ

ＪＯＭＯ　ディオス南安倍ステーション ガソリンスタンド 静岡市南安倍

ほっかほっか亭　インター店 弁当店 静岡市南安倍

イエローハット　瀬名店 カー用品店 静岡市南瀬名町 

（合）東海軒会館 たばこ販売店 静岡市南町

ほっかほっか亭　静岡宮竹店 弁当店 静岡市宮竹

㈲鈴木たばこ店 たばこ販売店 静岡市御幸町

すみや　楽器ショップ　静岡駅前店 楽器販売 静岡市御幸町

ｔｏｔｏ　PRショップ静岡 ＪＳＡＬ　ＰＲ店 静岡市御幸町

丸井チケットぴあ　静岡店Ａ館８階カードセンター チケットショップ 静岡市御幸町

ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ　静岡店 ワールドスポーツグッズ販売店 静岡市横田町

青葉通りチャンスセンターすぎやま 宝くじ販売店 静岡市両替町

㈲オグラヤ たばこ・履物販売店 浜松市葵西

磐田信用金庫　葵町支店 信用金庫 浜松市葵東

山下金物店 たばこ・金物販売店 浜松市葵東

ヤマハライフサービス　天竜店 商品販売（企業内売店） 浜松市青屋町

フォルテチャンスセンター たばこ・アイスクリーム販売店 浜松市旭町

ａｕショップ浜松小豆餅 携帯電話販売 浜松市小豆餅

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　ノ－ス有玉給油所 ガソリンスタンド 浜松市有玉北町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　伊左地給油所 ガソリンスタンド 浜松市伊左地町

ジュビロオフィシャルショップ　浜松 サッカーグッズ・チケット販売店 浜松市板屋町

㈲マスミ たばこ・宝くじ販売店 浜松市板屋町

静岡市

浜松市
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　　販売店一覧表（静岡）－市町村別－

市町村 販売店名 業種等 住　　　　所

ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ　浜松店 ワールドスポーツグッズ販売店 浜松市板屋町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　入野西給油所 ガソリンスタンド 浜松市入野町

ルフラン たばこ・化粧品販売店 浜松市入野町

ほっかほっか亭　浜松大蒲町店 弁当店 浜松市大蒲町

あたりや たばこ販売店 浜松市鍛冶町

浜松松菱チケットぴあカウンター チケットショップ 浜松市鍛冶町

名鉄パレ　駅南店サービスカウンター スーパーマーケット 浜松市北寺島町

ＪＯＭＯ　浜松小池町ステーション ガソリンスタンド 浜松市小池町

ゲオ 浜松幸店 映像音楽ソフト販売・レンタル 浜松市幸

ささや たばこ販売店 浜松市篠ヶ瀬町

ａｕショップ浜松東 携帯電話販売 浜松市佐藤

ＪＯＭＯ　サナルレイクステーション ガソリンスタンド 浜松市佐鳴台

すみや　メディアマックス　浜松佐鳴台店 音楽映像ソフト書籍販売 浜松市佐鳴台

ＪＯＭＯ　西ステーション ガソリンスタンド 浜松市志都呂町

木村たばこ店 たばこ販売店 浜松市新町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　浜松北給油所 ガソリンスタンド 浜松市助信町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　サンライズ南陽 ガソリンスタンド 浜松市頭陀寺町

ほっかほっか亭　浜松高丘店 弁当店 浜松市高丘北

イエローハット　浜松高丘店 カー用品店 浜松市高丘東

ジョーシン　浜 松 １ばん館 家電販売店 浜松市田町

ヤマハライフサービス　本社店 商品販売（企業内売店） 浜松市中沢町

ＪＯＭＯ　浜松バイパス中田島ステーション ガソリンスタンド 浜松市中田島町字新田

磐田信用金庫　浜松北支店 信用金庫 浜松市茄子町

ａｕショップ浜松西伊場 携帯電話販売 浜松市西伊場町

ＪＯＭＯ　エルフィン西町ステーション ガソリンスタンド 浜松市西町

ヤマハライフサービス　西山店 商品販売（企業内売店） 浜松市西山町

紳士服ゴトー　浜松本店 紳士服販売店 浜松市萩丘

ＪＯＭＯ　浜松三方原東ステーション ガソリンスタンド 浜松市東三方町

ａｕショップ浜松南 携帯電話販売 浜松市三島町

イエローハット　浜松宮竹店 カー用品店 浜松市宮竹町 

すみや　ミュージックイン　浜松宮竹店 音楽映像ソフト販売 浜松市宮竹町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　浜松中央通り給油所 ガソリンスタンド 浜松市元城町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　浜松西給油所 ガソリンスタンド 浜松市森田町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　天竜川給油所 ガソリンスタンド 浜松市薬師町

ＪＯＭＯ　浜松インターステーション ガソリンスタンド 浜松市流通元町

静鉄観光サービス　清水営業所 旅行業 清水市相生町

SBM本社店 ＤＰＥ 清水市庵原町字榎田

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　清水西給油所 ガソリンスタンド 清水市入江

エスパルスドリームプラザ 複合商業施設 清水市入船町

ゲオ 清水ドリームプラザ店 映像音楽ソフト販売 清水市入舟町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　梅が岡給油所 ガソリンスタンド 清水市梅が岡

大石産業 ガス器具販売 清水市江尻東

テイーンズ天野清 たばこ販売店 清水市大坪町

ほっかほっか亭　清水興津店 弁当店 清水市興津中町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　興津給油所 ガソリンスタンド 清水市興津中町

すみや　ミュージックイン　清水春日店 音楽映像ソフト販売 清水市春日

イエローハット　清水北矢部店 カー用品店 清水市北矢部町

清水銀座商店街振興組合 商店街事務所 清水市銀座

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　セルフ２４草薙 ガソリンスタンド 清水市草薙南町

SBM桜橋店 ＤＰＥ 清水市桜橋

ａｕショップ清水矢部 携帯電話販売 清水市上力町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　袖師埠頭給油所 ガソリンスタンド 清水市袖師町

ほっかほっか亭　袖師店 弁当店 清水市袖師町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　清水給油所 ガソリンスタンド 清水市築地町

ａｕショップ草薙 携帯電話販売 清水市中之郷

橋本酒店 酒・たばこ販売店 清水市能島

ＪＯＭＯ　清水みなとステーション ガソリンスタンド 清水市東大曲町

渡辺酒店 酒・たばこ販売店 清水市船越東町

SBM清水駅前店 ＤＰＥ 清水市本郷町

Ｓポイント　清水 サッカーグッズ・チケット販売店 清水市港町

ほっかほっか亭　清水三保店 弁当店 清水市三保

ＪＯＭＯ　清水駅前ステーション ガソリンスタンド 清水市宮代町

中田たばこ店 たばこ販売店 清水市向田町

日京クリエイト　清水カインズ 日用品販売（企業内売店） 清水市村松

ａｕショップ清水大曲 携帯電話販売 清水市元城町

橋本商店 たばこ販売店 沼津市江原町

静岡日石㈱　沼津東給油所 ガソリンスタンド 沼津市大岡二ツ谷町

清水市

浜松市
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　　販売店一覧表（静岡）－市町村別－

市町村 販売店名 業種等 住　　　　所

ａｕショップ沼津駅前 携帯電話販売 沼津市大手町

Ｓポイント　沼津 サッカーグッズ・チケット販売店 沼津市大手町

柴田薬局 薬品・たばこ販売店 沼津市大手町

㈲富沢屋 たばこ販売店 沼津市大手町

沼津信用金庫　本店 信用金庫 沼津市大手町

㈱富士急百貨店 百貨店 沼津市大手町

ＪＯＭＯ　沼津インターステーション ガソリンスタンド 沼津市岡宮字虎杖原　

ほっかほっか亭　沼津北高島町店 弁当店 沼津市北高島町

すみや　ミュージックイン　沼津バイパス店　 音楽映像ソフト販売 沼津市共栄町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　沼津中央給油所 ガソリンスタンド 沼津市西条町

ぴあＳＰＯＴ沼津吉野屋１Ｆ チケットショップ 沼津市五月町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　沼津下香貫給油所 ガソリンスタンド 沼津市下香貫前原

金運パワーの店　むさしや メガネ・化粧品・たばこ販売店 沼津市下本町

ＪＯＭＯ　沼津バイパスステーション ガソリンスタンド 沼津市花園町

㈲フランドル 菓子・たばこ販売店 沼津市原

グリーンプラザきくや スポーツ用品・たばこ販売店 沼津市原字東中

ａｕショップ沼津北 携帯電話販売 沼津市東熊堂

イエローハット　沼津店 カー用品店 沼津市東椎路 

ほっかほっか亭　沼津東間門 弁当店 沼津市東間門

ａｕショップ沼津香貫 携帯電話販売 沼津市三園町

紳士服ゴトー　沼津総本店 紳士服販売店 沼津市緑ヶ丘

ほっかほっか亭　沼津市役所前店 弁当店 沼津市吉田

ａｕショップ富士吉原 携帯電話販売 富士市青島町

富士信用金庫　本店 信用金庫 富士市青島町

ほっかほっか亭　富士厚原店 弁当店 富士市厚原

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　石坂給油所 ガソリンスタンド 富士市石坂

㈱ひのや広見店 スーパーマーケット 富士市石坂

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　本吉原給油所 ガソリンスタンド 富士市今泉

㈱中野屋 日用品・たばこ販売店 富士市大渕

日本ジャンボー　フォトランド富士店 ＤＰＥ 富士市国久保

紳士服ゴトー　富士中央店 紳士服販売店 富士市五味島字上河原

ホームショップ　かわかく 日用品・たばこ販売店 富士市鈴川町

㈱ひのや吉原店 スーパーマーケット 富士市浅間本町

イエローハット　富士店 カー用品店 富士市中部区画整理仮換地 

フジコウジ酒店 酒・たばこ販売店 富士市中柏原新田

㈱カミオ 日用品・たばこ販売店 富士市比奈

富士信用金庫　広見支店 信用金庫 富士市広見西本町

イエローハット　富士富士岡店 カー用品店 富士市富士岡

三角屋 たばこ販売店 富士市本町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　田子ノ浦港給油所 ガソリンスタンド 富士市前田弥六島

なだや 酒・たばこ販売店 富士市三ツ沢

ａｕショップ富士本市場 携帯電話販売 富士市本市場

すみや　ミュージックイン　富士中央店 音楽映像ソフト販売 富士市本市場

タビックスジャパン　富士支店 旅行業 富士市横割本町

㈲市河たばこ店 たばこ販売店 富士市吉原

ＪＯＭＯ　藤枝ステーション ガソリンスタンド 藤枝市青木

安藤たばこ店 たばこ販売店 藤枝市駅前

曽根商店 米・たばこ販売店 藤枝市駅前

イエローハット　藤枝店 カー用品店 藤枝市上青島 

鈴勝㈱　藤枝西給油所 ガソリンスタンド 藤枝市上青島

㈲丸源 酒・たばこ販売店 藤枝市上当間

紳士服ゴトー　藤枝店 紳士服販売店 藤枝市小石川町

鈴勝㈱　藤枝インター給油所 ガソリンスタンド 藤枝市瀬古

ａｕショップ藤枝 携帯電話販売 藤枝市瀬戸新屋

すみや　メディアマックス　藤枝瀬戸新屋店 音楽映像ソフト書籍販売 藤枝市瀬戸新屋

オレンジ酒販㈲ 酒・たばこ販売店 藤枝市高岡

ボンヌール高洲店 パン・たばこ販売店 藤枝市高洲

ａｕショップ藤枝駅南 携帯電話販売 藤枝市田沼

鈴勝㈱　藤枝中央給油所 ガソリンスタンド 藤枝市田沼

田辺たばこ店 たばこ販売店 藤枝市田沼

ほっかほっか亭　藤枝田沼店 弁当店 藤枝市田沼

堀江たばこ店 米・たばこ販売店 藤枝市茶町

イエローハット　藤枝東店 カー用品店 藤枝市築地

フォンテーヌ府中屋 菓子・たばこ販売店 藤枝市本町

杉井たばこ店 たばこ販売店 藤枝市前島

マルマ増田園 たばこ販売店 藤枝市益津下

ＪＯＭＯ　藤枝西ステーション ガソリンスタンド 藤枝市南新屋

富士市

沼津市

藤枝市
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　　販売店一覧表（静岡）－市町村別－

市町村 販売店名 業種等 住　　　　所

加茂商店 たばこ販売店 焼津市石津中町

村松たばこ店 たばこ販売店 焼津市一色

ジョーシン　焼津インター店 家電販売店 焼津市越後島

ＪＯＭＯ　ハートフル焼津ステーション ガソリンスタンド 焼津市大住

㈲谷島屋　田尻店 書籍・たばこ販売店 焼津市北新田

静岡日石㈱　焼津小川給油所 ガソリンスタンド 焼津市小川

ほっかほっか亭　焼津小川店 弁当店 焼津市小川

エスパルスショップＭＭＰ サッカーグッズ販売店 焼津市栄町

桜井たばこ店 たばこ販売店 焼津市栄町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ静岡㈱　セルフ２４焼津 ガソリンスタンド 焼津市中里

すみや　ミュージックイン　焼津登呂田店 音楽映像ソフト販売 焼津市西小川

ａｕショップ焼津南 携帯電話販売 焼津市祢宜島

ムラヒロ たばこ販売店 焼津市本町

ａｕショップ焼津中央 携帯電話販売 焼津市焼津

イエローハット　焼津店 カー用品店 焼津市八楠 

㈲しのみや 酒・たばこ販売店 焼津市八楠

ＪＯＭＯ　焼津インターステーション ガソリンスタンド 焼津市八楠

紳士服ゴトー　焼津店 紳士服販売店 焼津市八楠

田中たばこ店 たばこ販売店 焼津市八楠

ほっかほっか亭　焼津与惣次店 弁当店 焼津市与惣次

ａｕショップ磐田今之浦 携帯電話販売 磐田市今之浦

ほっかほっか亭　磐田今之浦店 弁当店 磐田市今之浦

ＪＯＭＯ　磐田ステーション ガソリンスタンド 磐田市岩井

紳士服ゴトー　磐田店 紳士服販売店 磐田市上岡田字九反田

ヤマハライフサービス　磐田店 商品販売（企業内売店） 磐田市新貝

ジュビロオフィシャルショップ　磐田 サッカーグッズ・チケット販売店 磐田市中央町

ワイエス　南店 商品販売（企業内売店） 磐田市天竜

すみや　メディアマックス　磐田南店 音楽映像ソフト書籍販売 磐田市豊島

磐田信用金庫　本店営業部 信用金庫 磐田市中泉

磐田信用金庫　東部台支店 信用金庫 磐田市西貝塚

静岡菱油㈱　西貝塚給油所 ガソリンスタンド 磐田市西貝塚

ワイエス　９号館店 商品販売（企業内売店） 磐田市西貝塚

ワイエス　新館店 商品販売（企業内売店） 磐田市西貝塚

ワイエス　本店 商品販売（企業内売店） 磐田市西貝塚

大正倉 たばこ・酒販売店 磐田市二之宮

㈲小栗屋酒店 たばこ・酒販売店 磐田市見付

松菱マート見付店サービスカウンター チケットショップ 磐田市見付

ＪＯＭＯ　掛川インターステーション ガソリンスタンド 掛川市上張

ａｕショップ掛川大池 携帯電話販売 掛川市大池

すみや　ミュージックイン　掛川店 音楽映像ソフト販売 掛川市大池

イエローハット　掛川店 カー用品店 掛川市大池

ほっかほっか亭　掛川北門店 弁当店 掛川市北門

磐田信用金庫　掛川支店 信用金庫 掛川市中央

大橋たばこ店 たばこ販売店 掛川市中央

ＪＯＭＯ　掛川中央ステーション ガソリンスタンド 掛川市中央

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　原谷給油所 ガソリンスタンド 掛川市本郷

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　掛川北給油所 ガソリンスタンド 掛川市柳町

ＪＯＭＯ　掛川バイパスステーション ガソリンスタンド 掛川市領家

ヤマハライフサービス　掛川店 商品販売（企業内売店） 掛川市領家

松屋商店 酒・たばこ販売店 掛川市連雀

ぴあステーションアイジー チケットショップ 三島市一番町

三島信用金庫　本店営業部 信用金庫 三島市芝本町

ほっかほっか亭　大場店 弁当店 三島市大場

ａｕショップ三島中央 携帯電話販売 三島市中央町

ほっかほっか亭　徳倉店 弁当店 三島市徳倉

ほっかほっか亭　西若店 弁当店 三島市西若町

吐夢書店 書籍・ＣＤ・ＴＶゲーム・文具販売 三島市文教町

ＪＯＭＯ　Ｖａｌｕｅ5　三島バイパス店 ガソリンスタンド 三島市三好町

イエローハット　御殿場店 カー用品店 御殿場市茱萸沢

駿河信用金庫　本店 信用金庫 御殿場市新橋

日本ジャンボー　御殿場店 ＤＰＥ 御殿場市新橋

ほっかほっか亭　新橋店 弁当店 御殿場市新橋

ＪＯＭＯ　御殿場インター東ステーション ガソリンスタンド 御殿場市新橋字宮前

すみや　ミュージックイン　御殿場店 音楽映像ソフト販売 御殿場市萩原

ａｕショップ御殿場 携帯電話販売 御殿場市東田中

島田蓬莱の湯 スーパー銭湯 島田市旭

ＪＯＭＯ　吉田インターステーション ガソリンスタンド 島田市井口

磐田市

掛川市

三島市

焼津市

御殿場市

島田市
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　　販売店一覧表（静岡）－市町村別－

市町村 販売店名 業種等 住　　　　所

ａｕショップ島田 携帯電話販売 島田市祇園町

タビックスジャパン　島田支店 旅行業 島田市幸町

㈱増商　島田中央給油所 ガソリンスタンド 島田市新町通

小沢たばこ店 たばこ販売店 島田市本通

ほっかほっか亭　本通店 弁当店 島田市本通

ａｕショップ袋井 携帯電話販売 袋井市葵町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ浜松㈱　上山梨給油所 ガソリンスタンド 袋井市上山梨

イエローハット　袋井店 カー用品店 袋井市川井 

すみや　メディアマックス　袋井店 音楽映像ソフト書籍販売 袋井市川井

磐田信用金庫　袋井支店 信用金庫 袋井市高尾町

静鉄観光サービス　袋井営業所 旅行業 袋井市高尾町

ＪＯＭＯ　袋井インターステーション ガソリンスタンド 袋井市堀越杉ノ前

いとくま たばこ販売店 富士宮市中央町

鈴与ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ富士㈱　表富士給油所 ガソリンスタンド 富士宮市中原町

イエローハット　富士宮店 カー用品店 富士宮市西小泉町 

すみや　ミュージックイン　富士宮バイパス店 音楽映像ソフト販売 富士宮市東阿幸地

ａｕショップ富士宮 携帯電話販売 富士宮市東町

㈱ひのや中原店 スーパーマーケット 富士宮市舞々木町

ａｕショップ富士宮北 携帯電話販売 富士宮市宮原

ａｕショップ裾野 携帯電話販売 裾野市伊豆島田

ほっかほっか亭　裾野茶畑店 弁当店 裾野市茶畑

太輝音チケットぴあスポット チケットショップ 裾野市平松

日本ジャンボー　裾野店 ＤＰＥ 裾野市平松

ＪＯＭＯ　２４６裾野ステーション ガソリンスタンド 裾野市御宿字内出

ａｕショップ浜北 携帯電話販売 浜北市貴布祢

磐田信用金庫　小松支店 信用金庫 浜北市小松

ワイエス　浜北店 商品販売（企業内売店） 浜北市中条

紳士服ゴトー　浜北店 紳士服販売店 浜北市本沢合

ａｕショップ伊東中央 携帯電話販売 伊東市銀座元町

伊豆信用金庫　本店営業部 信用金庫 伊東市東松原町

ＪＯＭＯ　伊豆高原ステーション ガソリンスタンド 伊東市八幡野平松

ぶどうの木 酒・たばこ販売店 周智郡森町飯田

ＪＯＭＯ　森町ステーション ガソリンスタンド 周智郡森町森

ＪＯＭＯ　園田ステーション ガソリンスタンド 周智郡森町谷中

紳士服ゴトー　函南店 紳士服販売店 田方郡函南町塚本

日本ジャンボー　函南ルピア店 ＤＰＥ 田方郡函南町仁田

すみや　ミュージックイン　函南店 音楽映像ソフト販売 田方郡函南町間宮

ａｕショップ榛南 携帯電話販売 榛原郡榛原町静波

ＪＯＭＯ　榛原ステーション ガソリンスタンド 榛原郡榛原町細江

ほっかほっか亭　榛原細江店 弁当店 榛原郡榛原町細江

日本ジャンボー　第一ビル店 ＤＰＥ 熱海市田原本町

ａｕショップ熱海 携帯電話販売 熱海市中央町

ａｕショップ湖西 携帯電話販売 湖西市古見

ＪＯＭＯ　新所原ステーション ガソリンスタンド 湖西市白須賀字宿北

すみや　メディアナウ　三島店 音楽映像ソフト・情報通信機器・ＡＶ機器家電品販売 駿東郡清水町玉川

ａｕショップ柿田川 携帯電話販売 駿東郡清水町八幡

岡田たばこ店 たばこ販売店 榛原郡金谷町金谷河原

ほっかほっか亭　金谷町店 弁当店 榛原郡金谷町金谷河原

ＪＯＭＯ　吉田ステーション ガソリンスタンド 榛原郡吉田町片岡

イエローハット　榛原吉田店 カー用品店 榛原郡吉田町住吉

庵原郡蒲原町 ＪＯＭＯ　東ステーション ガソリンスタンド 庵原郡蒲原町蒲原

庵原郡富士川町 ㈲キリヤ 日用品・たばこ販売店 庵原郡富士川町中之郷

磐田郡浅羽町 ＪＯＭＯ　浅羽ステーション ガソリンスタンド 磐田郡浅羽町浅岡

磐田郡豊岡村 ヤマハライフサービス　豊岡店 商品販売（企業内売店） 磐田郡豊岡村松之木島

磐田郡豊田町 磐田信用金庫　豊田支店 信用金庫 磐田郡豊田町森下

磐田郡福田町 ＪＯＭＯ　福田ステーション ガソリンスタンド 磐田郡福田町福田

磐田郡水窪町 磐田信用金庫　水窪支店 信用金庫 磐田郡水窪町奥領家

磐田郡竜洋町 磐田信用金庫　竜洋支店 信用金庫 磐田郡竜洋町豊岡

小笠郡菊川町 ａｕショップ菊川 携帯電話販売 小笠郡菊川町加茂

小笠郡浜岡町 浜松会館たばこ宝くじ店 たばこ販売店 小笠郡浜岡町池新田

志太郡大井川町 ＪＯＭＯ　静浜ステーション ガソリンスタンド 志太郡大井川町宗高

志太郡岡部町 長谷川本店 たばこ販売店 志太郡岡部町内谷

下田市 ａｕショップ下田 携帯電話販売 下田市東本郷

田方郡大仁町 ａｕショップ大仁 携帯電話販売 田方郡大仁町御門

天竜市 磐田信用金庫　二俣支店 信用金庫 天竜市二俣町二俣

浜名郡新居町 ＪＯＭＯ　ＡＫＡＳＨＩ新居ステーション ガソリンスタンド 浜名郡新居町中之郷三ツ谷

裾野市

浜北市

伊東市

袋井市

富士宮市

島田市

周智郡森町

駿東郡清水町

榛原郡金谷町

榛原郡吉田町

田方郡函南町

榛原郡榛原町

熱海市

湖西市
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　払戻店一覧表（静岡）－市町村別－

しずおか信用金庫 本店営業部 静岡市相生町
静清信用金庫 池田支店 静岡市池田
しずおか信用金庫 石田支店 静岡市石田
しずおか信用金庫 追手町支店 静岡市追手町
しずおか信用金庫 籠上支店 静岡市篭上
静清信用金庫 城北支店 静岡市北安東
しずおか信用金庫 新富支店 静岡市五番町
しずおか信用金庫 高松支店 静岡市敷地
静清信用金庫 用宗支店 静岡市下川原
静清信用金庫 本店営業部 静岡市昭和町
静清信用金庫 馬淵支店 静岡市新川
静清信用金庫 伝馬町新田支店 静岡市新伝馬
静清信用金庫 大里支店 静岡市中野新田
しずおか信用金庫 古庄支店 静岡市古庄
焼津信用金庫 長田支店 静岡市みずほ
しずおか信用金庫 駅南支店 静岡市南町
磐田信用金庫 葵町支店 浜松市葵東
遠州信用金庫 萩丘支店 浜松市小豆餅
浜松信用金庫 有玉支店 浜松市有玉北町
浜松信用金庫 板屋町支店 浜松市板屋町
遠州信用金庫 入野支店 浜松市入野町
浜松信用金庫 鍛冶町支店 浜松市鍛冶町
浜松信用金庫 駅南支店 浜松市砂山町
遠州信用金庫 高丘支店 浜松市高丘北
浜松信用金庫 高林支店 浜松市高林
浜松信用金庫 市野支店 浜松市天王町
浜松信用金庫 伝馬町支店 浜松市伝馬町
遠州信用金庫 本店営業部 浜松市中沢町
遠州信用金庫 中島支店 浜松市中島
磐田信用金庫 浜松北支店 浜松市茄子町
浜松信用金庫 追分支店 浜松市布橋
遠州信用金庫 三方原支店 浜松市初生町
浜松信用金庫 原島支店 浜松市原島町
浜松信用金庫 向宿支店 浜松市向宿
浜松信用金庫 本店営業部 浜松市元城町
しずおか信用金庫 清水支店 清水市相生町
静清信用金庫 大坪支店 清水市大坪
静清信用金庫 月見支店 清水市神田町
静清信用金庫 草薙支店 清水市草薙
静清信用金庫 渋川支店 清水市渋川
静清信用金庫 矢倉支店 清水市辻
しずおか信用金庫 八千代支店 清水市八千代町
沼津信用金庫 今沢支店 沼津市今沢字西畑
沼津信用金庫 本店 沼津市大手町
三島信用金庫 沼津支店 沼津市大手町
沼津信用金庫 北支店 沼津市共栄町
沼津信用金庫 高島町支店 沼津市高島本町
富士信用金庫 本店 富士市青島町
富士信用金庫 富士支店 富士市平垣本町
富士信用金庫 広見町支店 富士市広見西本町
富士信用金庫 富士岡支店 富士市富士岡
富士信用金庫 吉原支店 富士市御幸町
富士信用金庫 駅南支店 富士市横割本町
焼津信用金庫 いかるみ支店 藤枝市五十海
焼津信用金庫 藤枝駅支店 藤枝市駅前
静清信用金庫 高洲支店 藤枝市高洲
島田信用金庫 藤枝駅支店 藤枝市田沼
焼津信用金庫 石津支店 焼津市石津中町
焼津信用金庫 大島支店 焼津市大島
焼津信用金庫 本店営業部 焼津市栄町
静清信用金庫 西小川支店 焼津市西小川
焼津信用金庫 さかなｾﾝﾀｰ支店 焼津市八楠

焼津市

浜松市

沼津市

富士市

藤枝市

住　所信用金庫名 支店名市町村

清水市

静岡市



　払戻店一覧表（静岡）－市町村別－

住　所信用金庫名 支店名市町村

磐田信用金庫 本店営業部 磐田市中泉
磐田信用金庫 東部台支店 磐田市西貝塚
掛川信用金庫 本店営業部 掛川市亀の甲
磐田信用金庫 掛川支店 掛川市中央

三島市 三島信用金庫 本店営業部 三島市芝本町
御殿場市 駿河信用金庫 本店 御殿場市新橋

島田信用金庫 六合支店 島田市道悦
島田信用金庫 本店営業部 島田市本通

袋井市 磐田信用金庫 袋井支店 袋井市高尾町
富士宮信用金庫 北支店 富士宮市光町
富士宮信用金庫 本店 富士宮市元城町

裾野市 駿河信用金庫 裾野支店 裾野市平松
浜北市 磐田信用金庫 小松支店 浜北市小松
伊東市 伊豆信用金庫 本店営業部 伊東市東松原町

田方郡函南町 三島信用金庫 函南支店 田方郡函南町大土肥
熱海市 伊豆信用金庫 熱海支店 熱海市中央町
湖西市 遠州信用金庫 湖西支店 湖西市鷲津

磐田郡豊田町 磐田信用金庫 豊田支店 磐田郡豊田町森下
磐田郡水窪町 磐田信用金庫 水窪支店 磐田郡水窪町奥領家
磐田郡竜洋町 磐田信用金庫 竜洋支店 磐田郡竜洋町豊岡
小笠郡菊川町 掛川信用金庫 菊川南支店 小笠郡菊川町本所

志太郡大井川町 島田信用金庫 大井川支店 志太郡大井川町吉永
下田市 下田信用金庫 本店営業部 下田市
天竜市 磐田信用金庫 二俣支店 天竜市二俣町二俣

駿東郡長泉町 三島信用金庫 長泉支店 駿東郡長泉町下土狩

島田市

富士宮市

掛川市

磐田市


