
御殿場市商工会　商業部会　業種別企業一覧

No. 掲載名 大分類 小分類 所在地 電話番号 URL

1 ご馳走家えびす 飲食 居酒屋 新橋1936-5 0550-82-8822 「ご馳走家えびす」で検索！

2 御殿酒場 飲食 居酒屋 新橋1898-3JR御殿場駅富士山口1階 0550-83-2922 「御殿酒場」で検索！

3 Casual カジュアル 飲食 レストラン 新橋1990-10Beoneﾋﾞﾙ1F 0550-82-6700 http://www.casual.vc

4 Tanta Roba del Museo Gotemba 飲食 イタリアンレストラン 東田中3373-20 0550-70-5111 www.museogotemba.com

5 ラウンジ・ジャジーラ 飲食 お酒他 新橋2003-6TM,BLD,VI 102 0550-84-6200

6 （有）オリオン食堂 飲食 仕出し・宴会 板妻203-10 0550-89-0636

7 武藤魚店 飲食 仕出し・販売 塚原809-1 0550-82-1014

8 桃中軒　御殿場店 飲食 そば・うどん 新橋1898-3アスティ御殿場1F 0550-83-8516 info@tochuken.co.jp

9 金太郎そば 飲食 そば他 二の岡1-4-8 0550-83-6608 http://kintaro-soba.com/

10 そばかつ亭 飲食 そば他 東田中1-9-18 0550-84-8801 http://k-mikuriya.com/sobakatsutei/

11 にく友 飲食 定食、宴会 川島田658 0550-82-0004

12 炭火焼くるくるチキン 飲食 定食・チキンのテイクアウト 古沢816-2 0550-75-9696 http://kurukuru-chicken.jp/

13 大衆ビストロ2918 飲食 ビストロ 新橋1938-10 0550-84-2918 「御殿場 2918」で検索！

14 炭火焼肉 29 おおむら 飲食 焼肉 新橋1941-1 0550-82-8881 「29 いいむら」で検索！

15 長樹苑 飲食 焼肉 新橋1974-50 0550-83-7334

16 焼肉　澒漸 飲食 焼肉 川島田1664-5 0550-89-4879

17 レストラン喫茶 かついち 飲食 洋食・和食・中華 新橋1992-4 0550-82-2244

18 ジャンジャン軒 飲食 ラーメン 新橋1898-3JR御殿場駅富士山口1階 0550-83-3833 「ジャンジャン軒」で検索！

19 御殿場タクシー(株) 運輸 タクシー業 東田中861

0550-82-1234
（配車センター）
0550-82-0242
（本社事務所）

http://gotenbataxi.com/

20 SUMMERHOUSE 小売 衣料品販売 東田中1-18-15フォーラム21 1F 0550-82-5778 www.summerhouse.co.jp

21 (株)文化堂 小売
インターネット通販（文具、事務用品、日用品など）、写真、おも
ちゃ、駄菓子

川島田1859 0550-89-8377 ①http://www.bunkadoh.co.jp/
②http://g-bunkado.com/

22 太田川ホンダ 小売 オートバイ新車・中古車販売、修理 二枚橋3-2 0550-82-0818

23 バイクショップ(有)金時屋 小売 オートバイ販売修理 萩原355-4 0550-82-0144

24 金龍堂 小売 お土産販売・豆腐販売 新橋305-9大宮ビル102号Ⓐ 0550-84-1608

25 miyoshi-ya 小売 おもちゃ販売 川島田466-2-101 0550-83-1624 http://miyoshi-ya.net/

26 アドホックヤマト 小売 家電、空調機器販売 竈574-3 0550-83-3290

27 (有)直販の栄河 小売 ギフト商品販売 萩原649-1 0550-70-1005

28 (有)田代車輌整備工場 小売 車販売・修理 竃14-1 0550-83-5151
http://www.gotembawalker.com/search/myp
age.cgi?act=check&url=gotenba12265437248
35151in7.html

29 呉服と染　正直屋 小売 呉服・衣料品販売 二枚橋2 0550-82-0529 http://shoujikiya-kimono.com
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30 八百清商店 小売 酒類・青果・食料品販売 御殿場178-3 0550-82-0233

31 (株)クロサキシード 小売 種苗・肥料・農園芸用品・ビニールハウス建設 茱萸沢966-1 0550-88-1456 http://kurosakiseed.com/

32 肉のやまよし 小売 食肉・弁当販売 川島田173-1 0550-82-3477 http://nikunoyamayoshi.i-ra.jp

33 (有)亀屋書店 小売 書籍・雑誌 川島田654-4 0550-82-0374

34 寝装平野 小売 寝具販売 新橋1826-3 0550-83-8030

35 綿文 小売 寝具販売 塚原12 0550-82-0194 http://watabun-gotenba.jp

36 アンドロワ・パレ インター店 小売 スウィーツ 新橋299-2 0550-82-7172 https://endroitpalais.com/

37 アンドロワ・パレ 川島田店 小売 スウィーツ 川島田533-2 0550-82-0670 https://endroitpalais.com/

38 花季はせがわ 小売 生花 二枚橋239 0550-82-5487 http://hanagoyomi-h.jp/

39 (株)山口楽器 小売 ピアノ販売・調律・修理各種楽器 萩原710 0550-83-0336

40 東海仏壇センター 小売 仏壇・仏具等販売 川島田617-6 0550-84-5490 https;//www.tokai-butsudan.jp

41 （株）長島文宝堂 小売 文房具 萩原517 0550-70-1801 http://www.bunpodo.com/

42 ヤマトヤ御殿場本店 小売 宝石・時計他 東田中1-18-18 0550-82-0090 https://www.yamatoya-co.com/

43 ヤマトヤ東田中店 小売 メガネ・コンタクト 東田中3-3-17 0550-82-0047 https://www.yamatoya-co.com/

44 大田屋製菓店 小売 和・洋菓子販売、だ菓子、進物、袋菓子販売 御殿場169 0550-82-0055 Facebook「大田屋製菓店」

45 (有)オサダ米穀 小売 米穀販売 新橋1613-1 0550-82-0137 http://osadabeikoku.co.jp

46 (有)ナツガ 小売・卸 お米の専門店 川島田171 0550-82-0327 https://natsu-kome.jimdo.com/

47  (株)ナガイ酒店 小売・卸 お酒 中畑1762 0550-89-0648

48 ごてんば焙煎館 小売・卸 珈琲豆販売 新橋1622-1 0550-82-3376 www.gbaisenkan.com

49 食肉処　ふじい 小売・卸 食肉販売業 新橋1490 0550-82-2683 nenemaro.dw.shopserve.jp/

50 （有）勝又製茶 小売・卸 製茶 駒門469 0550-87-0567
http://zttool.com/movermobi-
g/2011/10/g00482.html#top

51 (有)鳥栄 小売・卸 精肉、焼鳥等 新橋2075-1 0550-82-0829

52 サン・ベネフィット(有) 小売・卸 清涼飲料水卸・販売、自動販売機管理 萩原1544-16 0550-81-5685 http://www.sun-venefit.com/

53 金時力まんじゅう 金時亭 小売・卸・サービス 和菓子卸・販売・ドライブイン 二の岡1-24-5 0550-83-0881 www.kintokimanjyu.co.jp

54 (株)アウトスペック 小売・サービス 輸入車販売・修理・ボディーコーティング 新橋386-4 0550-84-6677 autospec.co.jp

55 (株)カジマヤ サービス ＬＰガス供給等 茱萸沢120-13 0550-88-0111 http://kajimaya.co.jp/

56 和処　はるの茶屋 サービス 居酒屋 新橋2033-1 0550-70-1139 ヒトサラ

57 衣料プリントのユー・デザイン サービス 衣料品のプリントサービス 川島田324-9 0550-82-4059 http://udesign.main.jp

58 (株)サクシード サービス 運転代行、タイヤ保管・販売 中山467-1

0120-87-7654
（代行）
0120-51-6464
（タイヤ保管・販売）

https://www.succeed-1.com/

59 メモリアル御殿場 サービス お葬式・ご法事 御殿場572-1 0550-81-4884
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60 キーロック駿河 サービス カギの専門店 萩原718-1 0550-82-2580 http://www.klsuruga.com/

61 (株)ミライフワーク サービス 空調工事 萩原195-7 0550-88-8813 http://miraifuwork.com/

62 （有）オーケーランドリー サービス クリーニング 新橋2040 0550-82-0124

63 ダイヤプラス（株） サービス 建築設備のメンテナンス 萩原1360 0550-83-5095 http://www.dwt.jp/

64 富士カントリークラブ サービス ゴルフ場 東山2474 0550-82-1616 http://www.fujicoutryclub.com/

65 (株)タカダ産業 サービス 産業廃棄物回収 塚原740-1 0550-89-9836 http://www.takada-sangyo.com

66 タシロ刺繍 サービス 刺繍全般 川島田527-1 0550-83-5607 https://tashiro-shishu.net

67 ビジネスホテル千楽 サービス 宿泊業 川島田710-9 0550-82-0902 senraku.jp

68 南海薬草館 サービス 食事・お風呂・宿泊 竃2013-25 0550-89-3430 http://nankai4126.com/

69 (株)勝又新聞店 サービス 新聞配達 新橋1606-1 0550-82-0153 http://katsumata.co.jp/

70 (株)岳麓新聞社 サービス 新聞発行 新橋669-25 0550-82-0080 gakuroku-news.jp

71 デイサービス　ひなた サービス 通所介護（デイサービス） 神場1丁目17 0550-98-8388 http://hinata-gotenbba.om/

72 鍼・灸・マッサージ整骨院　鈴木治療所 サービス 鍼・灸・マッサージ・整骨院 東田中1615-50 0550-84-1320 http://suzukitiryoujyo.com

73 ふじみ整骨院 サービス 鍼・灸・マッサージ・整骨院 二枚橋137-1 0550-78-7744 https://www.fujimi-seikotu.jp/

74 たまほ整骨院 サービス 鍼・灸・マッサージ・整骨院 萩原992-6 0550-89-8488
https://tamaho-
seikotu.jimdofree.com/

75 (有)勝亦美容室 サービス 美容 新橋2001 0550-82-0470

76 髪や　えんどう サービス 美容 萩原1146-6 0550-83-3555

77 (有)すがぬま サービス 美容 川島田462-10 0550-83-1107

78 セリザワスクエア サービス 美容 ニの岡1-1-2 0550-83-3150

79 ヘアーステージ28 サービス 美容・リラクゼーション 萩原779-5 0550-82-4928 http://www.hairstage28.com

80 オフィスはせがわ サービス 不動産 西田中429-1 0550-78-6650 http://officehasegawa.fudohsan.jp

81 理容セト サービス 理容 川島田1863-2 0550-89-0965

82 オートアシスト&サトーレッカー(株) サービス レッカー移動他 山之尻954-6 0550-84-2400 https://www.sato-wrecker.co.jp/

83 ファミリーレンタカー サービス レンタルキャンピングカー 柴怒田586-90 0550-88-5514 https://www.familyllc.co.jp

84 三商観光開発(株) サービス 不動産の売買・賃貸 新橋1536-1 0550-84-5555 http://www2.tokai.or.jp/sansho/

85 (株)オサコーホールディングス サービス 不動産の売買・賃貸及び管理 新橋737-3味来館2F 0550-84-3232 http://www.osakoh-k.jp/

86 行政書士駿河事務所 士業 建設業許可申請他 川島田329-4菊水第二ﾋﾞﾙ1F 0550-83-8683 http://suruga-gs.jp/

87 湯山労務管理事務所 士業 社会保険労務士 塚原1105-10 0550-89-6336

88 司法書士今関智子事務所 士業 登記・相続他 萩原596-6 0550-82-7003

89 (株)リスクコンサル 保険 生命保険・損害保険・プロ代理店 竈538-48 0550-82-0477
https://my.ms-
ins.com/page/?x=0000323885&n=riskconsul

90 (株)セーフティ 保険 保険 中山640 0550-87-3333 http://www.safety-ag.co.jp/
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91 総合保険プラス 保険 保険 神場1270-8-307 0550-81-5077

92 保険見直し相談センター (株)アイ・リンク 保険 保険 新橋1798-5ドリームヒルズ1F 0550-78-7565 https://ilink-smile.co.jp/

https://ilink-smile.co.jp/

