新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市宇佐美159-4

シーサイド・Ｓ

伊東市宇佐美317

うずら

伊東市宇佐美340

シーサイド21

伊東市宇佐美422-3

もり

伊東市宇佐美424-7

手打蕎麦 初代 ねもと

伊東市宇佐美1036-1

イエス！ストロベリー

伊東市宇佐美1572-17

Café＆Bar Link

伊東市宇佐美1574-23

居酒屋一龍

伊東市宇佐美1659-5

スナック ステージ

伊東市宇佐美1660-15

邑楽亭

伊東市宇佐美1660-23

すしとめ

伊東市宇佐美1662-1

台湾料理 昇龍

伊東市宇佐美1712-6

中華料理 金華

伊東市宇佐美1721-2

旅乃家海ホテル

伊東市宇佐美1737-1

椰子の実

伊東市宇佐美1740-9

食事処 豊

伊東市宇佐美1746-2

The SEA

伊東市宇佐美1748-1

古民家割烹ひよけ家

伊東市宇佐美1755-10

カワグチヤ

伊東市宇佐美1816-17

ふくろう

伊東市宇佐美1859-1

やまふじ

伊東市宇佐美1938

スナックアミ

伊東市宇佐美1938-1

酒処じゅん

伊東市宇佐美1938-1-3号

おりーぶ

伊東市宇佐美1942-7

かつ源

伊東市宇佐美1964-16

田舎ずしマルコー

伊東市宇佐美1977-2

焼肉ふじ

伊東市宇佐美2850-4

ふしみ食堂

伊東市宇佐美3226-100

リゾートセンターみのり

伊東市宇佐美3594-283

earth bowl café

伊東市湯川1-7-11

カフェ ラティオ

伊東市湯川1-8-11

月あかり 伊東駅前店

伊東市湯川1-9-6

一鰻

伊東市湯川1-9-6

モンターニャ

伊東市湯川1-9-7

喫茶エリーゼ

伊東市湯川1-9-8

すなっくみのわ

伊東市湯川1-9-9

阿於㐂食堂

伊東市湯川1-9-11

食事処 菊一

伊東市湯川1-9-11

カフェみその

伊東市湯川1-9-14

すなっく羽衣

伊東市湯川1-9-18 浅田ビル１F A棟

Bistro TSUMIKI

伊東市湯川1-11-6

すぃーとぼっくす

伊東市湯川1-11-7

CAFÉ INDI

伊東市湯川1-11-8

スゥ

伊東市湯川1-11-14

居酒屋うえ野

伊東市湯川1-11-19

串特急 伊東駅前店

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市湯川1-12-17

kitchen マーブル

伊東市湯川1-12-18

五味屋

伊東市湯川1-15-7

寿司の海女屋

伊東市湯川1-15-11 梅本ビル

たか丸食堂

伊東市湯川1-15-12

とんかつみその

伊東市湯川1-16-10

入船 伊東駅前店

伊東市湯川1-16-18

成木屋

伊東市湯川2-1-10

Cafe&bar Loose time

伊東市湯川2-2-18

㈲杉国商店

伊東市湯川2-5-3

カベドバンのり

伊東市湯川2-17-6

福々亭

伊東市湯川571-19

蕎麦ダイニング楽

伊東市湯川571-19

伊東マリンタウンシーサイドスパ ランギット

伊東市湯川571-19 伊東マリンタウン2F

伊豆中ばんばん食堂

伊東市湯川571-19 伊東マリンタウン2F

伊豆浜焼本舗

伊東市湯川571-19 伊東マリンタウン内

らぁめん じゃんまりん

伊東市湯川572-12

ゴールデン劇場

伊東市湯川572-12

大漁苑

伊東市湯川572-12

エメラルド

伊東市湯川572-12

お好みコーナー

伊東市中央町1-6

喜久美 飲食処

伊東市中央町3-5 ヤマヤビル2F

イタリアンハウス トスカナ

伊東市中央町3-13 マルモトビル1階

旬の味たなか

伊東市中央町5-4 1F

スナック マイアミ

伊東市中央町6-4

スィートハウスわかば

伊東市中央町7-4

ステーキすき焼茶風寿笛

伊東市中央町7-5

スナック美知

伊東市中央町7-5

ナヨンフィリピーノ

伊東市中央町7-7

とら蔵

伊東市中央町7-7 1F

スナック五条

伊東市中央町7-7 ナカヤビル2F

チョークデイ

伊東市中央町7-7 ナカヤビル2F

タイ料理レストラン クワタイ

伊東市中央町7-8 フジリキビル2F

スナックface

伊東市中央町7-8 フジリキビル2F-C

スナック愛七美

伊東市中央町7-11 水谷ビル

クラブハウス瑠璃

伊東市中央町8-3 山梨ビル1F

snack Bless

伊東市中央町8-9

スナック スリーエイト

伊東市中央町8-10

魔女の館

伊東市中央町8-12

パブりんご

伊東市中央町8-12 １F

カルネ

伊東市中央町8-13

Bar Candle

伊東市中央町9-3

割烹ひと

伊東市中央町9-5

長吉

伊東市中央町9-8

スナックCOCO

伊東市中央町9-9

BAR GLANZ

伊東市中央町9-10

PUB Candy

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市中央町9-13 サクラビル2F

おがわ

伊東市中央町9-15

音楽的酒家 クラップス

伊東市中央町9-15 八宝ビル1F

チャイニーズバーシャラ

伊東市中央町11-14

スナック＆パブ パラダイス

伊東市中央町11-14 ハクワビル101

Snack舞

伊東市中央町11-16

すなっく 黒美人

伊東市中央町11-16

クラブ・ラメール

伊東市中央町11-16 中央ビル1F

倉敷

伊東市中央町11-17

スナック美奈子

伊東市中央町11-17 鋼辰ビル1F

すなっくちか

伊東市中央町11-17 銅辰ビル1F2号室

スナックHula

伊東市中央町11-18

アマンテ

伊東市中央町11-18 グリーンビル2F

隠れ家 Bar Shalom

伊東市中央町12-2

和食 かっぽれ

伊東市中央町12-4 大正屋ビル1階

ひとみ

伊東市中央町12-4 大正屋ビル1階

Food Snack Moo

伊東市中央町12-6

酒彩 政子

伊東市中央町12-18

富久家

伊東市中央町12-19

スナックM

伊東市中央町13-2

Hazu

伊東市中央町13-24

一二三寿司

伊東市中央町13-29

BAR GANESH

伊東市中央町13-29

スナックP’s

伊東市中央町13-29 佐藤ビル1F

うな福

伊東市中央町13-35

焼肉寿光園

伊東市中央町13-46

居酒屋ふくこ

伊東市中央町13-47

スキンボ コーヒー

伊東市猪戸1-1-4

喫茶店バブルガム

伊東市猪戸1-1-9

NANKURU

伊東市猪戸1-1-9 B1F

LINK DINING DJ BAR

伊東市猪戸1-1-10

食処うめはら

伊東市猪戸1-1-13

ふろっぐ

伊東市猪戸1-1-16

そば処 壺ふじ

伊東市猪戸1-2-4

炭火酒房 囲炉裏家 いち

伊東市猪戸1-2-9

居酒屋 一期一会

伊東市猪戸1-3-4

プリティードール

伊東市猪戸1-3-5

寿司金

伊東市猪戸1-3-7

ステーキ・ワイン 山本

伊東市猪戸1-3-14

湯の街飯家 笑あん

伊東市猪戸1-4-2 塩地ビル1F

居酒屋 かもん

伊東市猪戸1-4-3

Betty

伊東市猪戸1-4-3 今井ビル1-C

スナックROSE

伊東市猪戸1-4-4

肴料理 囃子

伊東市猪戸1-4-4 清水ビル1階A号

スナックDOMON

伊東市猪戸1-4-6

ケセラ

伊東市猪戸1-4-6 佐野ビル1F

スナックバーディー

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市猪戸1-4-12

サントリーバー山

伊東市猪戸1-5-9

チャーチル

伊東市猪戸1-5-32

ベーカリーカフェレストラン SAZANKA

伊東市猪戸1-5-35

備屋珈琲店自家焙煎工房 湯の花通り店

伊東市猪戸1-5-42

飯や 笑

伊東市猪戸1-5-43

中華料理 五十番

伊東市猪戸1-5-44

中華味菜

伊東市猪戸1-6-9

亀寿し

伊東市猪戸1-6-9

ケーズバール

伊東市猪戸1-7-2

スナックちよ

伊東市猪戸1-7-2

スターライト

伊東市猪戸1-7-2

春うらら

伊東市猪戸1-7-2

ホットスポット空

伊東市猪戸1-7-3

スナック キャロット

伊東市猪戸1-7-3

プーキー

伊東市猪戸1-7-3

スナック里美

伊東市猪戸1-8-33

NINETEEN HOLE

伊東市猪戸1-8-34

ガールズバー アン

伊東市猪戸1-8-34 有富アパート102

スナック ルルド

伊東市猪戸1-8-35

居酒屋ゆかり

伊東市猪戸1-8-36

すしの寿々丸

伊東市猪戸1-8-37

ゆい

伊東市猪戸1-8-37

スナック明日香

伊東市猪戸1-8-39

フレンズ純子

伊東市猪戸1-8-39

スナック由樹

伊東市猪戸1-9-22

ふくみつ

伊東市猪戸1-9-23

酒膳よし永

伊東市猪戸2-1-3

沙々

伊東市猪戸2-1-23

さくら寿司

伊東市猪戸2-2-10

鬼のかくれば

伊東市猪戸2-2-23

なんや

伊東市猪戸2-2-23 サングリエ岡本1F

居酒屋 三つ五

伊東市松原湯端町3-12

松原手打庵

伊東市松原622-12 はばたき内

ふれあい喫茶オレンジ

伊東市松川町1-20

ジェラテリア カプリ

伊東市松川町2-2

居酒屋元気

伊東市松川町2-2 2F

食事処 とんとんブーブー

伊東市松川町2-3 1F

フリークス

伊東市松川町2-3 エイエムライフビル2F

エンジェル・ハート

伊東市松川町2-3

ふらんすきぞく

伊東市松川町3-4 太田ビル1F

カフェテリア ガレリア439

伊東市松川町3-8

ひさご

伊東市松川町4-13

作蔵

伊東市松川町4-14

カフェ童里夢

伊東市松川町4-17

立ち飲み45

伊東市松川町5-26

XYZ

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市松川町5-30

アリラン

伊東市松川町5-31

スナックif

伊東市松川町5-31

ふじや

伊東市松川町5-31

まんざら

伊東市松川町5-31

ほろよい処 長瀞

伊東市松川町5-42

Brilliant

伊東市松川町5-43

福楽

伊東市松川町6-5

すなっく伊呂波

伊東市松川町6-10

カフェ波詩34

伊東市松川町6-11

そば処 松屋

伊東市松川町6-15

居酒屋とっぺん

伊東市宝町3-14

古事記村

伊東市桜木町1-4-1

うなぎ浜名亭

伊東市桜木町2-2-3

すぅカフェ

伊東市桜木町2-2-22

大海

伊東市桜木町2-3-1

中華料理 幸華

伊東市桜木町2-4-5

連凧 伊東店

伊東市桜木町2-4-13

成木屋支店

伊東市桜木町2-9-12

スナックかずもと

伊東市弥生町2-2

桜木町 手打庵

伊東市岡広町1-3

山田庵

伊東市幸町3-1

駄菓子屋食堂

伊東市松原本町10-2

居酒屋 加多乃屋

伊東市松原本町10-9

炭火焼肉七福

伊東市松原本町10-14

好kiyanen

伊東市松原本町13-4

安らぎ処 衣麻

伊東市松原本町13-4

カラオケスナック 幸の鳥

伊東市松原本町14-5

参寿茶房

伊東市松原本町14-7

味の若葉

伊東市松原本町14-11

焼鳥食堂 うめ

伊東市松原本町14-11 2F

居酒屋しぇるぶーる

伊東市松原本町14-11 2F

とんかつ 山文

伊東市松原本町14-15 武智ビル1F

和食家一粋

伊東市松原本町14-16

酒処 開

伊東市松原本町14-17

田舎家 三平

伊東市松原本町14-18

伊豆丸

伊東市松原本町15-1 KMビル1階

Bistro にゅう

伊東市松原本町15-7

食堂たいよう

伊東市松原本町16-27

呑み処 昌家

伊東市松原本町16-28 鈴木ビル1F

すなっく凜

伊東市東松原町1-16

CALYPSO

伊東市東松原町10-2

居酒屋 国八

伊東市東松原町12-10

伊東温泉観光・文化施設東海館

伊東市東松原町13-6

うなぎのまとい

伊東市東松原町13-6

カフェダイニング ナナヴァル

伊東市東松原町15-9

魚楽亭

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市東松原町16-9

トリスバー

伊東市東松原町16-12

ごはん×ごはん

伊東市東松原町16-13 椿ハイツ1F

炭火焼 鳥眞

伊東市東松原町17-1

くるまやラーメン

伊東市東松原町17-2

Mid Night

伊東市東松原町17-4

喫茶コロンビア

伊東市渚町2-41

茶亭 伽屋

伊東市竹の内1-1-1

めんや若林

伊東市竹の内1-3-11 金子ビル102

キッチン＆バー ラグーン

伊東市竹の内1-3-11 金子ビル103

和食処にしむら

伊東市竹の内1-3-12 2F

カラオケ ベル・ハーモニー

伊東市竹の内1-3-16

レストラン ル・オール

伊東市竹の内2-2-13

とと丸

伊東市竹の内2-3-12

食事処 ふるや

伊東市竹の内2-6-29

スナックユニコーン

伊東市竹の内2-7-7

いわさき

伊東市銀座元町1-14

源来軒

伊東市銀座元町3-2

たつみ食堂

伊東市銀座元町3-20

ヤマモトコーヒー一番館

伊東市銀座元町4-5

ヤマモトコーヒー弐番館

伊東市銀座元町5-3

ぴあっと

伊東市銀座元町7-26 2F

晴れる屋

伊東市銀座元町7-29

snackター坊

伊東市銀座元町8-16 石橋ビル1F

KIVISILD

伊東市銀座元町9-4

BAR LIGHT

伊東市銀座元町9-7 いでゆビル１F

いでゆ商店

伊東市音無町5-17

居酒屋 天城路

伊東市音無町5-17

居酒屋 ことぶき

伊東市音無町5-21

満月

伊東市馬場町1-16-52

焼肉MAROSHI

伊東市馬場町2-1-11

温泉橋長寿庵

伊東市南町1-1-6

ドッグカフェMoff

伊東市南町1-2-1

中華十八番

伊東市南町1-3-9

鎌田 手打庵

伊東市南町2-3-30

台湾料理 昇龍

伊東市南町2-3-118-1

じぇんとる麺

伊東市南町2-4-19

居酒屋風お好み焼きじゅう兵衛

伊東市宮川町1-2-10

のんき寿司

伊東市宮川町2-1-18

居酒屋つちや

伊東市宮川町2-2-19

中華 飲茶 かねい

伊東市宮川町2-5-21

居酒屋ゆっこ

伊東市桜ガ丘1-1-7

居酒屋 開山荘

伊東市桜ガ丘1-2-3

こうや

伊東市桜ガ丘1-3-20 クレール桜が丘1F

Brasserie ChouChou

伊東市桜ガ丘2-1-23 大庄ビル1F

居酒屋 美代ちゃん

伊東市桜ガ丘2-5-4

回転木馬

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市広野1-1-30

やくぞうくん

伊東市広野1-4-6

居酒屋ひろの

伊東市広野1-4-11

赤のれん

伊東市広野1-4-16

喫茶CL

伊東市広野1-5-2 1F

かえるのへそ

伊東市広野1-6-16

伊豆の味処道

伊東市広野2-1-3 富岡ビル1F

イル ゴルフォ

伊東市広野2-4-8

ステーキ池田

伊東市広野3-2-7

ごはん酒菜 そのに

伊東市静海町5-5

伊山

伊東市静海町5-15 土松コーポ1F

ごはん処花季海岸店

伊東市静海町7-6

ふじいち

伊東市静海町10-5

スクラッチ

伊東市静海町11-18

台湾料理 鑫源

伊東市新井1-6-6

要食堂

伊東市川奈699

飲み食い処 大浜

伊東市川奈1004

海上亭

伊東市川奈1211-42

居酒屋 花紋

伊東市川奈1214-4

K Diner

伊東市川奈1214-46

F

伊東市川奈1225-251

魚処おお田

伊東市川奈1259-62

ファミリーマート伊東川奈店

伊東市川奈1322-14

カフェテリア Ki

伊東市川奈1327-11

ティールーム 赤いやね

伊東市川奈1366-10

とんかつ きぬ山

伊東市川奈1428

小室山レストハウス

伊東市玖須美元和田715-412

セブンイレブン伊東玖須美元和田バイパス店

伊東市玖須美元和田715-470

海鮮料理 文らく丸

伊東市玖須美元和田716-216

万里食堂

伊東市玖須美元和田716-396

ITOKU COFFEE

伊東市玖須美元和田716-592

らーめんや味楽

伊東市玖須美元和田720-143

フレッシュネスバーガー伊東デュオ店

伊東市玖須美元和田720-143

中華そば さくら

伊東市玖須美元和田720-143

TERRACEれもん

伊東市玖須美元和田722-306

山かつ亭

伊東市玖須美元和田730-86

和牛すぎもと

伊東市玖須美元和田730-282

とんかつ いち川

伊東市大原1-5-2

お好み焼き なか川

伊東市大原2-1-1 市庁舎内1階

喫茶かめりあ

伊東市吉田134

中華料理 紅牡丹

伊東市吉田139-2

らあめん花月嵐伊東吉田

伊東市吉田327-1

誠の焼肉伊豆焼肉ほのり

伊東市吉田353-1 ヨシダファーストビル1-D

ミャゴラーレ

伊東市吉田354

みほり

伊東市吉田402-1

喫茶 伽林

伊東市吉田564-1

居酒屋 花穂

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市吉田565-2

宝来寿し

伊東市吉田575-2

広もと

伊東市吉田615-1

麺や一徳

伊東市吉田715-2

居酒屋澄

伊東市吉田720-7

そばうどん勇吉

伊東市吉田720-8

木八 吉田店

伊東市吉田747-1

中華料理昇龍

伊東市吉田747-120

COWBOYS

伊東市吉田753-3 1F

じゃがいもや THE 台所

伊東市吉田753-3 弘木屋コーポ102

吉田家

伊東市吉田815-41

山なか

伊東市吉田815-99

TERRACE CAFÉ IPPEKIKO

伊東市十足267-11

農家カフェ＆レストラン 風の詩

伊東市十足324-5

洗濯船Ⅱ

伊東市十足329-6

手打十割蕎麦処・喬仙

伊東市十足607-69

キッチンKoya

伊東市十足614-108

かえで食堂

伊東市十足614-143

ステーキハウス金井 伊豆高原店

伊東市十足614-204

イタリア料理 B-gill

伊東市十足614-227

カフェ ファミーユ

伊東市十足614-254

花と紅茶Pixy

伊東市十足615-120

彩月

伊東市十足615-150

天冨良 天美

伊東市十足620-48

萬平

伊東市荻123-4

居酒家 はんも

伊東市荻134-4

中華武ぞう

伊東市荻147-1

めし処 妃麻和里

伊東市荻147-4

吉兆庵

伊東市荻400-15

食堂居酒屋 風来坊

伊東市荻466-55

そば処 しぶや

伊東市荻471-26

ゆびきりげんまん

伊東市荻471-683

焼肉 良ちゃん

伊東市荻556-1 ロワジール伊豆一碧B1

レストラン クレチュール

伊東市荻601-4

居酒屋 じゃがいも

伊東市荻752-1

奥の坊

伊東市鎌田957-16

MASAAKIS＆TOSHIAKIS

伊東市鎌田1260-92

雅

伊東市鎌田1295-67

うなぎの店 福也

伊東市岡75-33

割烹きよ仲

伊東市岡196-1

カフェやまもも

伊東市岡217-16

いわこう

伊東市岡310-7

シアターハトヤ ナイアガラ

伊東市岡378-1 サニークレスト弐番館1階

魚心

伊東市岡406-2

御食事処 すずのき

伊東市岡1351-15

シフォンケーキソワ

伊東市岡1391

ハトヤホテルラーメンコーナー

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市岡1391

ハトヤホテルバーコーナー

伊東市富戸562

かみ風せん

伊東市富戸837

食事処 ぼら納屋

伊東市富戸841-1

カフェレストラン リリー

伊東市富戸841-1

ランプミュージアムカフェ

伊東市富戸842-134

カフェ ブリッジ

伊東市富戸842-186

Cafe GS

伊東市富戸844-51

伊豆オーキッド

伊東市富戸892-26

とん喜

伊東市富戸908-192

YAMA-BUN

伊東市富戸911-4

イタリア料理デルフィーノ

伊東市富戸911-80

Café Ami

伊東市富戸911-103

わび

伊東市富戸911-108

カラオケ喫茶さる～と

伊東市富戸911-142

アロマローズ

伊東市富戸912-28

肴屋 大ちゃん

伊東市富戸916-64

妙ぎ亭

伊東市富戸1007-27

和むら

伊東市富戸1012-28

旬彩伊酒利屋

伊東市富戸1020-429

赤ちょうちん千

伊東市富戸1020-443

twin terrace

伊東市富戸1020-593

洋食家オッズ

伊東市富戸1030-10

米処＆茶屋 和 伊豆高原店

伊東市富戸1038

KENNY’s HOUSE伊豆高原つぐみ

伊東市富戸1038-7

伊豆高原 砂場

伊東市富戸1090

ぐらん亭

伊東市富戸1090

ふくろう亭

伊東市富戸1090

マーチス

伊東市富戸1090

オアシス

伊東市富戸1090

白家釜山

伊東市富戸1090

伊豆よりみち総本舗

伊東市富戸1090

伊豆よりみち本舗

伊東市富戸1090

白家釜山 サランヘヨ

伊東市富戸1090 フードウィング1階

伊豆高原旅の駅ぐらんぱるぽーとケニーズハウスカフェ

伊東市富戸1095-184

むーみんの森

伊東市富戸1101-10

レストラン天城

伊東市富戸1102-3

海女屋 伊豆高原店

伊東市富戸1102-49

ラ・ポルタ

伊東市富戸1108-35

イタリア料理 レガーロテッラ

伊東市富戸1163-24

沖縄料理 ゆんたく

伊東市富戸1187-9

餃子こうげん倶楽部

伊東市富戸1309-4

ラーメンハウス唐辛子

伊東市富戸1315-127

バター・ノート

伊東市富戸1317-5

おおむろ軽食堂

伊東市富戸1317-13

ギボン亭

伊東市富戸1317-13

チャオ

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市富戸1317-13

花むすび

伊東市富戸1317-13

ベルステーション

伊東市富戸1317-13

カフェ シェリー

伊東市富戸1317-437

ホテルアンビエント伊豆高原 フォンテーヌ

伊東市富戸1317-460

食堂ふわふわかき氷HELLO

伊東市富戸1317-584

restaurant&café LaChic

伊東市富戸1317-756 大室高原3-600

HAPPAYA

伊東市富戸1317-910

二丁目食堂

伊東市富戸1317-1046 大室高原10-105

レストランメキシコ

伊東市富戸1317-1052

ArtとBar FILL

伊東市富戸1317-1121

伊豆高原 地元食材イタリアン ミラコロ

伊東市富戸1317-1144

ながれぼし

伊東市富戸1317-1146

だんらん

伊東市富戸1317-1245 大室高原10-313

備屋珈琲店 伊豆高原店

伊東市富戸1317-2023

カンティカンティ

伊東市富戸1317-2132 伊豆高原わんわんパラダイス内

ホテルアンビエント伊豆高原アネックス

伊東市富戸1317-3078 大室高原4-346

大室高原ひらまつ

伊東市富戸1317-3106 大室高原4-353

そば処花柚

伊東市富戸1317-3835

麵屋 晴

伊東市富戸1317-3891

喫茶 ひこうきぐも

伊東市富戸1317-4144

ギャラリー＆カフェ あそび心

伊東市富戸1317-4408 1F

梅邑

伊東市八幡野300-2

炭火割烹とも

伊東市八幡野400-10

支那そば屋 わさらび

伊東市八幡野418-1

焼肉かだん

伊東市八幡野428-4 プラザ八幡野1F

居心地バル Himitsu-Kichi

伊東市八幡野449-1

さくら庵

伊東市八幡野512-5

See The Forest

伊東市八幡野538-1

食事処 たなか

伊東市八幡野539-20

萬望亭

伊東市八幡野550-21

マーメイド

伊東市八幡野550-23

セラ・ヴィ

伊東市八幡野947-388

カラオケ喫茶 ポニー

伊東市八幡野947-418

鉄板・あみ焼 奏

伊東市八幡野1030-121

ギャラリー＆カフェ J＆A

伊東市八幡野1033-7

壺中天の本と珈琲

伊東市八幡野1039-26

食事処 竜馬

伊東市八幡野1039-44

らんぷカフェ

伊東市八幡野1039-101

ジュピター

伊東市八幡野1041-60

イタリアンカフェ ボスコ

伊東市八幡野1064-6

ケニーズハウスカフェ

伊東市八幡野1066-4

しんや

伊東市八幡野1066-8

頑張軒

伊東市八幡野1069-4

本家鮪屋 伊豆高原本店

伊東市八幡野1069-4

和食だワン

伊東市八幡野1069-8

伊豆高原ローズテラス

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市八幡野1097-59

右近

伊東市八幡野1099-17

鮨春

伊東市八幡野1100-5

Nayuta食堂

伊東市八幡野1104-53

茶的食酒空間 くろ吉

伊東市八幡野1104-69

あきしろ

伊東市八幡野1124-7

中華 味平

伊東市八幡野1124-43

食事処 松

伊東市八幡野1132-8

ねこカフェ にゃおん

伊東市八幡野1138-7

そば処 明日葉

伊東市八幡野1139-2

伊豆高原飯店

伊東市八幡野1143-31

CAFÉ木茶店

伊東市八幡野1155

ギャラリーぶなの木

伊東市八幡野1166-16

こうげん寿し

伊東市八幡野1167-7

新村カルビ

伊東市八幡野1171-6

俺ん家

伊東市八幡野1180

サーティワン伊豆高原店

伊東市八幡野1180-18

伊豆の回転寿司 花まる銀彩 伊豆高原店

伊東市八幡野1183

伊豆高原駅カフェべるじゅ

伊東市八幡野1183

パン工房アプレ

伊東市八幡野1183

お食事処 信海

伊東市八幡野1183 やまもプラザ102

紅龍

伊東市八幡野1183-207

そば処 いし川

伊東市八幡野1184-40

美酒食彩 金べえ

伊東市八幡野1186-27

Dining＆Bar Bourbon

伊東市八幡野1186-28

酒処 いいづか家

伊東市八幡野1186-38

スナックウキウキ

伊東市八幡野1186-40

スナックドルチェ

伊東市八幡野1186-55

居酒屋 和居

伊東市八幡野1189-32

ひまわり

伊東市八幡野1189-52

食堂はる

伊東市八幡野1189-52 大建ハイツ103

居酒屋SUKIMA

伊東市八幡野1189-135

焼肉 ふくちゃん

伊東市八幡野1189-135 2号

A

伊東市八幡野1196-4

みさご寿し

伊東市八幡野1198-41

割烹 葦

伊東市八幡野1204-9

珈琲屋美豆

伊東市八幡野1231-68

食味工房

伊東市八幡野1235-9

cafe&foods TOKIO GARDEN

伊東市八幡野1242-10

楽や

伊東市八幡野1242-12

伊豆高原藪蕎麦

伊東市八幡野1243-66

更科 伊豆高原

伊東市八幡野1244-50

スナック心花

伊東市八幡野1244-83

Ristorante SPASSO

伊東市八幡野1244-91

レマンの森

伊東市八幡野1251-4

GB・カフェ

伊東市八幡野1262-18

カフェ ミルキー

新型コロナウイルス感染症 感染対策宣言店
住所

店舗名

伊東市八幡野1274-49

バズハウス

伊東市八幡野1282-33

切麦屋あいだ

伊東市八幡野1283-67

グランディーテ

伊東市八幡野1295-7

HERMAÏON

伊東市八幡野1298-9 2F

南々亭

伊東市八幡野1298-10

らーめん・かのん

伊東市八幡野1298-33

樹の里

伊東市八幡野1298-39

ゆき文

伊東市八幡野1307-5

BAANHATAH

伊東市八幡野1311-6

京風おばん菜処 ほりふく

伊東市八幡野1319-30

レストラン・プリンス翠陽亭

伊東市八幡野1323-34

二本松

伊東市八幡野1323-46

カフェ イーストヒルズ

伊東市八幡野1346-5

カフェ 無名亭

伊東市八幡野1346-39

ビストロくさむら

伊東市八幡野1347-24

茶寮岡部

伊東市八幡野1670-6

食事処あかざわ

伊東市八幡野1722-3

伊豆汐

伊東市八幡野1753-79 大室高原7-353

カフェ・ビーンズ

伊東市八幡野1759-266 大室高原7-301

花あかり

伊東市赤沢24-2

Organic Cafe M2

伊東市池584-4

食事処 杉膳

伊東市池627-6 大室高原7-102

ドッグカフェルート遠笠

伊東市池672-2

大室砦

伊東市池675-59

ステーキ茶房はな

伊東市池890-6

jikka 実家

伊東市池893-207

のみ・くい処 ゆるり

※郵便番号順です。

