
店舗名 取扱業種・商品 住所

漁港の駅TOTOCO小田原 お土産、飲食 早川1-28

早瀬のひもの ひもの 浜町3-8-4

小田原お堀端　万葉の湯 日帰り温泉、飲食、ウェルネス 栄町1-5-14

Tipy records inn 宿泊、ゲストハウス 栄町2-4-13

彩酒亭 洞 飲食 栄町2-5-5

そろりと小田原 体験教室、お土産品 本町4-1-21　本町ビル1A

海鮮茶屋魚國 地魚を使った料理、地酒 栄町1-1-9　ラスカ小田原2F

魚國商店鮮魚部 地魚 栄町2-8-12

キッチン　うおくに 地魚を使った弁当、惣菜など 栄町1-1-7 ハルネ小田原

小田原まると かまぼこ、ひもの、塩辛、わさび漬、海産物、工芸品、梅干し、地酒　他土産品 栄町1-2-6

小田原魚河岸 でん 海鮮丼 栄町2-3-4　美由紀ビル101

魚魚屋 半兵衛 定食、魚料理、地酒 栄町2-3-4　美由紀ビル101

海鮮丼屋 小田原 海舟 海鮮丼、定食、魚料理 栄町1-14-55

小田原早川漁村 漁師の浜焼 あぶりや 海鮮料理、地魚BBQ 早川1-9-6

（株）鈴松蒲鉾店 小田原かまぼこ、お土産品 本町3-11-26

燻製工房然　ミナカ小田原店 燻製専門店 扇町1-1-15　ミナカ小田原

ふわり 魚料理、肉料理、酒類、居酒屋商品 栄町1-14-54　込山ビル3F

ゆらり 地魚料理、肉料理、酒類、居酒屋商品 栄町1-4-5　お城通りビルB1

奏 地魚料理、肉料理、酒類、居酒屋商品 中里292-14

金のたまご 湘南どり、足柄牛、地魚、酒類 栄町1-1-15　ミナカ小田原3Fフードコート

あじ屋でん助 魚料理、飲食 栄町1-1-15　ミナカ小田原　小田原新城下町206

どらやき屋・菜の花 和・洋菓子 本町2-7-5

夢屋・菜の花　ラスカ小田原店 和・洋菓子 栄町1-1-9　ラスカ小田原　1F

和菓子　菜の花　ミナカ小田原店 和・洋菓子 栄町1-1-15　ミナカ小田原1F　城下町市場

菜の花ヴィレッジ　ムーンカフェ コーヒー、ソフトドリンク、喫茶 栄町1-1-7　HaRuNe小田原

天成園　小田原駅別館　スカイダイニング 飲食 栄町1-1-15　ミナカ小田原14階

天成園小田原駅別館 宿泊、お土産品、エステ、飲食 栄町1-1-15　ミナカ小田原　4階

杉兼商店　本店 小田原蒲鉾 本町３－６－２０

メトロマルタ 生活雑貨、コスメ、服飾雑貨 栄町1-1-7　ハルネ小田原

籠清駅前店 蒲鉾 栄町1-2-9

籠清本店 蒲鉾 本町3-5-13

籠清江の浦店 蒲鉾 江の浦407

籠清ラスカ店 蒲鉾 栄町1-1-9 ラスカ小田原店１F

籠清ミナカ小田原店 揚げ蒲鉾 栄町1-1-15　ミナカ小田原店３F308

アネスト岩田ターンパイク箱根 有料道路通行料、回数券 早川2-22-1

アネスト岩田スカイラウンジ２Fティーラウンジ コーヒー、ケーキ 湯河原町鍛冶屋955

すしや万采 寿司、海鮮丼、魚料理 栄町1-4-2

白牡丹 ボタン＆ソーイング用品 栄町1-10-9

SAKANA  CUISINE  RYO 飲食 栄町1-14-57　ジャルダンビル1・2・3・4階

ひもの屋半兵衛　早川店 干物 早川1-6-11

ひもの屋半兵衛　東町店 干物 東町5-14-12

ケントスコーヒー店 コーヒー、コーヒー豆 本町3ｰ4ｰ21

ギャラリータキモト＆カフェ 雑貨、カフェ 栄町2-13-58

ワンダフル カフェ、喫茶 栄町3-14-11　コーワ3 101

菓処　ことほぎの木　ミナカ小田原店 チョコレート菓子、土産品 栄町1-1-15　ミナカ小田原

柏木美術鋳物研究所 鋳物製品、お土産品 中町3-1-22

鮑屋工場直売所 塩辛、土産物 早川1-5-12

さじるし食堂 魚介料理・海鮮料理 早川1-4-10

魚商小田原六佐衛門 お土産、おにぎり 栄町1-15　ミナカ小田原1F

小田原城ミュージアムショップ お土産 浜町3-1-47

常盤木門売店 お土産 城内6-1

フレンチ食堂iTToku フランス料理・ワイン 栄町2-10-17

来幸 焼鳥、しゃぶしゃぶ 栄町3-5-16

お好み焼き たか美 飲食 荻窪433-1

上海洒家 飲食 栄町2-2-3　小野ビル1F

FUSION DINING F 飲食 栄町1-1-9　ラスカ小田原店2階

ういろう駅前店調剤薬局 和菓子、喫茶店、スイーツ 栄町1-2-10

ちぼりスイーツファクトリー　ミナカ小田原店 スイーツ、お土産品 栄町1-1-15　ミナカ小田原新城下町１F城下町市場

リストランテ　ラソリア イタリア料理 栄町1-14-12　嵯峨野ビル1F

牛鉄　勝蘭 ステーキ 浜町3-1-48

じとっこ組合小田原店 宮崎郷土料理 栄町2-8-8　土方ビル2F

小田原バル 創作和食料理 栄町1-2-8　マツガヤビル1F

小田原みなと食堂 海鮮丼、定食 栄町1-1-15　ミナカ小田原106

串カツ田中小田原店 串カツ 栄町2-7-31　高万ビル1

Cafe Kuchen コーヒー、紅茶、焼き菓子 扇町１－７－６

ピッツェリア &ワインバール スリング ワイン　イタリアン 栄町2-5-18　松本ビル2階

ヒルトン小田原リゾート＆スパ 宿泊 根府川583-1

ヒルトンレストラン「フローラ」「ロビーラウンジ」 飲食 根府川583-1

ヒルトン「バーデゾーン」「スパ静凪」 プール施設、スパ 根府川583-1

ヒルトン「ショップ・アミューズ」 お土産品 根府川583-1

中ちゃん家のお惣菜 お弁当、お惣菜 栄町1-1-7　ハルネ小田原内

NAKAGAWA298 精肉 栄町2-8-43

江之浦ダイビングサービス ダイビング施設 江之浦183-1

金目鯛とくぞうミナカ小田原駅前店 お土産品 栄町１丁目１番１５号　小田原新城下町１F

田むら銀かつ亭ハルネ小田原 とんかつ、和食 栄町1丁目1番7号　小田原地下街harune小田原

ピアノカフェ伊勢治 カフェ、コワーキングスペース 栄町2-13-3　セルアージュ小田原銀座通り1F

シロノミエルホテル（2021年7月31日OPEN予定） 宿泊施設 栄町1-10-20

IL BACIO パン、飲食 栄町2-8-12　ドンキホーテビル

TAKUMI館「ハルネ小田原店」 木製品、家具、インテリア雑貨 栄町1-1-7　ハルネ小田原内

小料理　大こう 居酒屋 栄町2-7-8　エーワビル1F

グランリヴィエール箱根　ミナカ小田原店 ラスク 栄町1-1-15-11　ミナカ小田原

小田原かまぼこ本陣 かまぼこ 栄町一丁目1番7号「HaRuNe小田原地下街」

店舗情報一覧



甘味喫茶 岡西 甘味処、飲食 栄町2-9-15

fitfitハルネ小田原店 婦人靴 栄町1-1-7　ハルネ小田原内

AWESOMESTORE ハルネ小田原店 雑貨 栄町1-1-7　ハルネ小田原B1F

牛たん満月 牛タン料理他 本町2-5-9

パン焼処　ブンブンPlus パン 栄町1-1-15　ミナカ３F

ブンブン　小麦市場 パン 飯泉949-1

伊豆箱根バス株式会社　小田原駅前案内所 乗車券 栄町1-1-1

入船　小田原駅前店１F 飲食店　寿司・海鮮・地酒 栄町2-1-29　グリーンビル1F

入船　小田原駅前店２F 飲食店　寿司・海鮮・地酒 栄町2-1-29　グリーンビル2F

ステーキハウス金井　小田原駅前店 飲食店　ステーキ・ワイン 栄町2-1-29　グリーンビル3F

つけSOBA141 飲食 中里208　ダイナシティウェスト４階

深夜バルM'S West 酒、料理 栄町2-1-15　エクレールKビル１F

MAA'S MEAT BAR 酒、料理 栄町2-10-2

0.5軒目酒場MAAいいか 酒、料理 栄町2-1-25

鈴廣かまぼこ　風祭店 かまぼこ 風祭245

鈴廣かまぼこ　江の浦店 かまぼこ 江之浦108

鈴廣かまぼこ　かまぼこ博物館 かまぼこ手作り体験 風祭245

鈴廣かまぼこ　小田原駅前店 かまぼこ、ひもの 栄町1-3-15

鈴廣かまぼこ　石橋店 蒲鉾、干物 石橋字東海2

えれんなごっそレストラン 飲食 風祭245

千世倭樓　潮の音 飲食 風祭50

千世倭樓　美蔵 飲食 風祭245

えれんなごっそカフェ　107 飲食物販 風祭245

ラ・パルールド 洋風居酒屋 栄町2-11-7

四季料理　和菓子 右京 日本料理　和菓子 本町4-3-29

まぐろ専門　かしわ水産 魚介料理・海鮮料理 早川1-4-10

元祖唐揚げ三平 唐揚げ、飲食 栄町2-10-18

東華軒 東口売店 弁当　惣菜　パン 栄町1-2-1

東華軒 国府津売店 弁当　惣菜　パン 国府津4-2

志村屋米殻店 米 浜町4-3-3

マツシタ靴店 靴、サンダル、スリッパ、傘など 栄町1-16-33

居食屋フレンド 飲食店、居酒屋 酒匂5-7-13

小田原ホルモン源屋 焼肉 栄町2-5-1

焼肉ジャン 飲食 東町2丁目1-8

和牛ホルモン専門店ジャンジャン 飲食 浜町3丁目1-43

ビストロローヤル 飲食業 栄町1-10-10

ビッグエコー小田原店 カラオケ 栄町1-2-9

ビッグエコー小田原駅前店 カラオケ 栄町2-1-28

CELTS小田原店 パブ、スポーツバー、ビアバー 栄町1-2-9

うなぎ京家 うなぎ料理 栄町1丁目1番15号　ミナカ小田原　小田原新城下町　2Ｆ

PORTO iL CHIANTI イタリアン、飲食 早川1-6-5

田中屋本店　ハルネ小田原店 弁当、デリカテッセン、お土産 栄町１－１－７　ハルネ小田原

ミナカ小田原　逸品屋”金次郎” お土産品 栄町1-1-15　ミナカ小田原

清風楼 飲食 本町2-12-6

小田原　江嶋 茶、海苔、和紙、和小物 栄町2-13-7

焼肉・しゃぶしゃぶ慶州苑 焼肉 栢山2630-1

小田原発祥の店　鱗吉 かまぼこ、お土産 本町3-7-17

地魚や　与一 定食、丼物、アルコール類 栄町1-1-15　ミナカ小田原フードコート

小田原きらり 和装小物、街歩きレンタル着物 栄町1-1-15 ミナカ小田原303

ゆず庵　小田原店 寿司・しゃぶしゃぶ 鴨宮636-1

小田原城天守閣 観光施設 城内6-1

常盤木門SAMURAI館 観光施設 城内6-1

café小田原柑橘倶楽部 カフェ 城内8-10

きんじろうカフェ コーヒー、軽食、オリジナルグッズ 城内8-10

報徳二宮神社　報徳会館 ご会食（個室会食） 城内8-10

食楽庵　報徳 日本料理 城内8-10

箱根口ガレージ　報徳広場 生菓子、焼菓子、グリル料理、コーヒー、ソフトクリーム、生花、雑貨 南町2-1-60

アネスト岩田ダーンパイク箱根 有料道路通行料、回数券 早川2-22-1

アネスト岩田スカイラウンジ2Fティーラウンジ コーヒー、ケーキ 湯河原町鍛冶屋955

回転寿司　沼津港 寿司 前川120 フレスポ小田原シティーモール1F

回転寿司　北條 寿司 栄町1-1-15 ミナカ小田原3F

フォレストアドベンチャー・小田原 アウトドアパーク 久野4391

創作酒場 三頭心 居酒屋 栄町２丁目３－４－１０５

Good Trip Hostel & Bar 宿泊、ゲストハウス 本町2-13-5


