
　ふじさわ応援前売りチケット　利用期間延長（令和３年３月３１日まで）店舗・事業所一覧

◆飲食

NO. 店 舗 名 エ リ ア NO. 店 舗 名 エ リ ア

1 しらす問屋とびっちょ 鵠沼・片瀬・江の島 44 スナックなぎさ 藤沢駅南口

2 大正軒 鵠沼・片瀬・江の島 45 MATTARI 藤沢駅南口

3 富士見亭 鵠沼・片瀬・江の島 46 粋造り　大海 藤沢駅南口

4 丸だい仙水 鵠沼・片瀬・江の島 47 若竹藤沢駅前店 藤沢駅南口

5 LON　CAFÉ　江ノ島本店・鎌倉店 鵠沼・片瀬・江の島 48 味の古久家藤沢店 藤沢駅南口

6 遊覧亭 鵠沼・片瀬・江の島 49 庄や　藤沢南口店 藤沢駅南口

7 江の島らーめん花みずき 鵠沼・片瀬・江の島 50 ラ・バレーナ 藤沢駅南口

8 cafe LivngRoom 鵠沼・片瀬・江の島 51 藤沢　喜びの里 藤沢駅南口

9 Seaside Lounge LEUCADIA 鵠沼・片瀬・江の島 52 韓食菜炎ヨンドン　南口店 藤沢駅南口

10 農家レストラン　いぶき 長後・御所見 53 古久家　朝日町店 藤沢駅北口

11 すし屋のしら川 長後・御所見 54 丼拓 藤沢駅北口

12 古久家　長後店 長後・御所見 55 484cafe 藤沢駅北口

13 古久家　湘南ライフタウン店 辻堂・大庭 56 中華厨房　四川 藤沢駅北口

14 Bel Tempo 辻堂・大庭 57 牛's 藤沢駅北口

15 +guard 辻堂・大庭 58 レストランふじ 藤沢駅北口

16 炉ばた鮮魚かげん 辻堂・大庭 59 Bar Cane's 藤沢駅北口

17 伊勢屋　辻堂店 辻堂・大庭 60 モダン割烹　銀平 藤沢駅北口

18 café NOB 辻堂・大庭 61 居酒屋・和食の店　まるま 藤沢本町・善行

19 惚太郎藤沢南口店 藤沢駅南口 62 マッケンチーズカフェ 藤沢本町・善行

20 洋酒倶楽部 B♭ 藤沢駅南口 63 レコードカフェFeelin Groovy 藤沢本町・善行

21 カクテルバー　ベルーガ 藤沢駅南口 64 3＋3　CAFÉ 藤沢本町・善行

22 ジャミン 藤沢駅南口 65 カフェ　Nico's Kitchen 弥勒寺・柄沢

23 台湾料理　湘南小吃 藤沢駅南口 66 韓国宮廷料理　焼肉ヨンドン　本店 弥勒寺・柄沢

24 串屋長右衛門　櫻井 藤沢駅南口 67 古久家　石川店 六会・湘南台

25 Trattoria Cucina G.G. 藤沢駅南口 68 カフェ　ふあもあ 六会・湘南台

26 ワイン食堂タパタパ 藤沢駅南口 69 やすらぎちゃこ 六会・湘南台

27 ビストロ＆バル　BACCAS 藤沢駅南口 70 広東 六会・湘南台

28 にっぽんのめしや わだ津 藤沢駅南口 71 六会やよい鮨 六会・湘南台

29 日本料理若狭 藤沢駅南口 72 らーめんBOMBA家　湘南台本店 六会・湘南台

30 豚まる 藤沢駅南口 73 つる平 六会・湘南台

31 幸庵 藤沢駅南口 74 八十別家 六会・湘南台

32 コーヒーショップ海 藤沢駅南口 75 浜焼太郎湘南台店 六会・湘南台

33 スパイスビーチ湘南カレー 藤沢駅南口 76 湘南茶屋 六会・湘南台

34 ミスタードーナツ藤沢駅前店 藤沢駅南口 77 古久家　湘南台店 六会・湘南台

35 宗平 藤沢駅南口

36 中国料理　清香園 藤沢駅南口

37 湘南肉豚屋 藤沢駅南口

38 リベロ 藤沢駅南口

39 焼き鳥　自遊人 藤沢駅南口

40 お好み焼き＆BAR TECO7 藤沢駅南口

41 SHONAN Grill Style 藤沢駅南口

42 湘南ダイニング和酒たまる 藤沢駅南口

43 藤沢Bistroハンバーグ 藤沢駅南口
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◆小売 ◆サービス

No. 店 舗 名 エ リ ア No. 店 舗 名 エ リ ア

78 江島屋商店 鵠沼・片瀬・江の島 114 御料理旅館　恵比寿屋 鵠沼・片瀬・江の島

79 山本商店 鵠沼・片瀬・江の島 115 SGC 辻堂・大庭

80 湯浅紀の国屋本店 鵠沼・片瀬・江の島 116 カラオケ　ビーチパラダイス 辻堂・大庭

81 中村屋羊羹店 鵠沼・片瀬・江の島 117 辻堂海浜整骨院 辻堂・大庭

82 ㈲だるまや酒店 鵠沼・片瀬・江の島 118 畳、ふすま、障子の事なら大矢製畳株式会社（Ooyaseijyou） 辻堂・大庭

83 米米ニシヤマ 長後・御所見 119 ハウスエイト 辻堂・大庭

84 お茶のりコバヤシ　大庭店 辻堂・大庭 120 宮澤税務会計事務所 藤沢駅南口

85 リトルマーメイド辻堂店 辻堂・大庭 121 Ｒｉｌｌｓ　Ｗａｘｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ 藤沢駅南口

86 仲手川ふとん店 辻堂・大庭 122 アーク時計修理 藤沢駅南口

87 お茶のりコバヤシ　辻堂店 辻堂・大庭 123 リペアショップ　コッポリ 藤沢駅南口

88 肉のホドシマ 辻堂・大庭 124 マッサージ指圧・はり灸　ラクダハウス 藤沢駅南口

89 マツバヤペットフード 藤沢駅南口 125 新堀ライブ館 藤沢駅北口

90 いいな＆ゼスト 藤沢駅南口 126 レントオール藤沢 六会・湘南台

91 魚つる 藤沢駅南口 127 亀井野はりきゅう整骨院 六会・湘南台

92 SHONAN UOTURU 藤沢駅南口 ◆バス・タクシー

93 コウナン青果 藤沢駅南口 No. 店 舗 名 エ リ ア

94 静岡屋 藤沢駅南口 128 江ノ島タクシー㈱ 鵠沼・片瀬・江の島

95 みのるうなぎや 藤沢駅南口 129 和光交通株式会社 鵠沼・片瀬・江の島

96 FLOWER HEARTS 藤沢駅南口 130 （株）ミナミ商会（ミナミタクシー） 長後・御所見

97 味くらべ　いちき 藤沢駅南口 131 フジ交通 辻堂・大庭

98 ジャストミート 藤沢駅南口 132 藤沢タクシー 藤沢駅北口

99 新時切 藤沢駅南口 ◆理・美容

100 ハマケイ 藤沢駅南口 No. 店 舗 名 エ リ ア

101 革製品の店kei 藤沢駅南口 133 ヘアーサロン　フレイス 鵠沼・片瀬・江の島

102 スフィンクス 藤沢駅南口 134 美容室　インフラップカットハウスＫ　本鵠沼 鵠沼・片瀬・江の島

103 市川宝石店 藤沢駅南口 135 RAG　HAIR 辻堂・大庭

104 ジャックラビッツ 藤沢駅南口 136 カラル美容室 辻堂・大庭

105 紙子屋 藤沢駅南口 137 ヘアメイク アールイー 辻堂・大庭

106 有隣堂 藤沢駅南口 138 POLA湘南辻堂店 辻堂・大庭

107 サーティーワンアイスクリーム藤沢駅前店 藤沢駅南口 139 美容室　カットハウスK 辻堂・大庭

108 ㈱コーシン　藤沢マーケット 藤沢駅南口 140 美容整骨サロン　プレフェランス 藤沢駅南口

109 大島薬局 藤沢駅北口 141 ネイル＆アイラッシュ　きらら 藤沢駅南口

110 ダイワサイクル湘南台店 六会・湘南台 142 顔剃り専門店sotte 藤沢駅北口

111 コム　アン　プロヴァンス 六会・湘南台 143 サロンゆう 藤沢本町・善行

112 カネコナーセリー 六会・湘南台 144 トータルエステ よもぎ蒸しbe美(びび) 六会・湘南台

113 LALA　PowerStoneCompany 六会・湘南台


