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カテゴリ 営業内容 施設名 URL

医療・福祉 歯科医院 金子歯科医院

医療・福祉 歯科医院 平間歯科医院

医療・福祉 歯科医院 平間歯科カジヤ医院

医療・福祉 小児科医院 山崎小児科医院

医療・福祉 総合病院 湯河原胃腸病院 http://yugawara-icho.or.jp/

医療・福祉 長期療養型病院 湯河原中央温泉病院 http://www.yugawara-hp.com/

医療・福祉 内科医院 湯河原ホームクリニック

医療・福祉 有料老人ホーム・介護事業 大和ハウスライフサポート㈱　ネオサミット湯河原 https://www.neo-summit.com/

医療・福祉 有料老人ホーム・介護事業 ㈱らいふ https://www.life-silver.com/life/

飲食店 喫茶 お休み処みのや

飲食店 喫茶 不動滝茶屋

飲食店 寿司 鮨秀

飲食店 ステーキ 亜伊由 http://ailstake.han-be.com/

飲食店 スナック スナックMINAMI

飲食店 そば 紅葉亭 http://www.momijitei.com/index.html

飲食店 中華 王ちゃん

飲食店 定食・精肉店 食事処かとう

飲食店 焼肉 焼肉ぱだ

飲食店 洋食 魯風人

飲食店 洋食・居酒屋 カウベル

飲食店 洋食・居酒屋 チャーリーズ

飲食店 洋食・バー ボン

飲食店 和食・鮮魚店 魚繁

飲食店 和食・鮮魚店 魚辰 https://www.uotatsu-yugawara.com/

飲食店 和食・鮮魚店 ほまれ

飲食店 洋食・居酒屋 マリン馬 https://www.marinba-yugawara.com/

運輸業 貸切バス ニコーバス http://www.nicobus.com/

運輸業 貸切バス・路線バス運行 伊豆箱根バス㈱ http://www.izuhakone.co.jp/bus/

運輸業 貸切バス・路線バス運行 箱根登山バス㈱ https://www.hakone-tozanbus.co.jp/

運輸業 自動車道事業 箱根ターンパイク㈱ http://www.htpl.co.jp/index.html

運輸業 タクシー事業 伊豆箱根交通㈱湯河原営業所

運輸業 タクシー事業 門川ハイヤー㈲

運輸業 タクシー事業 湯河原タクシー㈱

運輸業 鉄道業 東日本旅客鉄道㈱湯河原駅

卸売業 オリジナルタオル製造販売他 東海いすゞ用品 http://www.t-isuzu.co.jp/

卸売業 食品卸販売 永和物産

卸売業 食品卸販売 ㈱トーホー・共栄

卸売業 水産物卸販売 ㈱貝登志 http://kaitoshi.com/

ガス業 ガス供給 府川商事

ガス業 ガス供給 湯河原ガス㈱

ガス業 ガス供給 レモンガス㈱湯河原支店

金融・保険業 金融機関 さがみ信用金庫宮上支店 http://www.shinkin.co.jp/sagami/index.shtml

金融・保険業 金融機関 スルガ銀行湯河原支店 https://www.surugabank.co.jp/surugabank/index.html

金融・保険業 金融機関 横浜銀行湯河原支店 https://www.boy.co.jp/

金融・保険業 保険代理店 ㈱アイファースト http://ifirst.jp/index.html

(一社)湯河原温泉観光協会加盟



建設業 ガラス・エクステリア工事 (有)アサヒトーヨー住器 http://www.lixil-madolier.jp/5000228/

建設業 大工工事 ㈲新藤工務店

建設業 電気工事 ㈲エコー電器

建設業 電気工事 三光電気商会

建設業 電気工事 三和商会

建設業 電気工事 湯河原無線電気商会

建設業 塗装工事 (有)望月塗装

建設業 土木工事 (有)佐々木土木建設

小売業 衣料品販売 カドヤ商事

小売業 ガソリンスタンド ㈱エナジーデポ中条

小売業 ガソリンスタンド 湯河原燃料企業組合

小売業 玩具販売 あさひや商店

小売業 乾物販売 石倉商店

小売業 コンビニエンスストア セブンイレブン宮上店

小売業 コンビニエンスストア 室定商店

小売業 酒販売 ㈲河野商店

小売業 酒販売 三洋酒販

小売業 酒販売 灘屋

小売業 酒販売 南部食料品店

小売業 酒販売 松本商店

小売業 酒販売 ㈱八亀商店

小売業 酒販売 山谷商店

小売業 ジャム製造・販売 手作りジャム工房 やまげん http://www.e-yamagen.com/

小売業 食料品販売 ㈱土谷食品

小売業 スーパーマーケット ㈱小田原百貨店 http://www.odawara100.com/

小売業 スーパーマーケット マキヤ　エスポット https://www.makiya-group.co.jp/

小売業 生花店 花一生花店

小売業 生花店 花茂

小売業 生花店 フローリストカワシマ

小売業 青果店 (有)土肥祥

小売業 青果店 ブルマート八百松

小売業 青果店 八百幸

小売業 青果店 八百正商店

小売業 青果店 八百徳商店

小売業 青果店 石渡商店

小売業 精肉店 ㈲青木精肉店

小売業 精肉店 ㈱西湘畜産 http://www.seichiku.net/

小売業 精肉店 肉の浅井

小売業 鮮魚店 ㈲魚孔

小売業 鮮魚店 ㈲魚増商店

小売業 鮮魚店 蒲寅

小売業 煎餅製造・販売 塩瀬総本店湯河原店

小売業 茶販売 みよし園茶園

小売業 ちりめん細工製造・販売 コレクシオンチエコ

小売業 豆腐、なまゆば製造・販売 湯河原十二庵 http://www.12an.jp/

小売業 豆腐製造・販売 銀豆腐

小売業 パン販売 ㈱クリエイト サン・ボンジュール

小売業 干物販売 ㈲福浦食品

小売業 弁当販売 味菜

小売業 本・文具販売 文昭堂 好文の木 http://koubunnoki.co.jp/

小売業 みかん・柑橘類販売 (有)石澤商店 http://www.yugawaraonsen.com/mikan/

小売業 土産物販売 一福堂 http://www.ippukudo.net/

小売業 眼鏡・コンタクト販売 グラスフィズ湯河原店　メガネの三洋 http://www.glassesfizz.com/

小売業 洋菓子製造・販売 ㈱ちぼり http://www.tivoli-factory.com/

小売業 和菓子製造・販売 ゑふや本店 https://www.efuya-honten.jp/

小売業 和菓子製造・販売 かみむら製菓 https://www.kibimochi.com/

小売業 和菓子製造・販売 小梅堂

小売業 和菓子製造・販売 ㈲十五夜

小売業 和菓子製造・販売 昇栄堂

小売業 和菓子製造・販売 製菓キヨ http://www.seika-kiyo.jp/

小売業 和菓子製造・販売 和菓子処 味楽庵 http://www.mirakuan.com/

小売業 和装関連商品販売 きもの すずき https://kimono-suzuki.co.jp/



サービス業 印刷事業 ㈲イソガヤ印刷

サービス業 印刷事業 (有)タケダ印刷 http://www.takedaprint.com/

サービス業 印刷事業 湯河原印刷

サービス業 温泉宅配事業 湯河原温泉地所㈱ http://kamiyaonsen.com/

サービス業 クリーニング 日野クリーニング店

サービス業 広告代理店 ㈲アイドマ湘南

サービス業 広告代理店 ㈱神奈川毎日広告社 http://t-mainichi.jp/kanagawa/kanagawa.html

サービス業 広告代理店 ㈱ザ・パブリックアフェアーズ http://www.tpa.co.jp/index.html

サービス業 コミュニティＦＭ ㈱エフエム熱海湯河原 http://www.ciao796.com/

サービス業 コンサートホール 吉祥院チャリティーホール http://www.kichijyo.info/

サービス業 コンパニオン派遣 Ｈ・Ｉファンシー

サービス業 コンパニオン派遣 ㈱シーサイドクラブ https://seasideclub.info/

サービス業 写真現像・焼付 フォートタチオカ

サービス業 射的遊技場 伊藤遊技場

サービス業 射的遊技場 ふじむね

サービス業 パチンコ店 共栄会館 http://www.p-world.co.jp/kanagawa/kyoei.htm

サービス業 ビル総合管理 秋山商事㈱ http://www.akiyama-shoji.co.jp/

サービス業 ビル総合管理 ㈱エス・ビー・エム http://www.shizuoka-sbm.co.jp/service/

サービス業 ビル総合管理 ㈱東海ビルメンテナンス http://www.rbs-tokai.co.jp/

サービス業 ビル総合管理 ㈱ヒカルクリーンサービス http://www.h-cs.jp/feature/company.html

サービス業 防災事業 相日防災(株) http://www.sojitsu.com/

サービス業 防災事業 日報防災㈱

サービス業 放送設備関連事業 (有)ユニ電子工業 http://www.unidensi.co.jp/index.html

サービス業 リネンサプライ業 東京リネンサプライ㈱

サービス業 温泉関連設備総合メンテナンス スパテクノ㈱ http://spatecno.com/

自動車整備業 自動車整備・販売 神奈川トヨタ自動車㈱湯河原店 https://toyota.jp/store-detail/03701/tcom-250_g-250/index.html

自動車整備業 自動車整備・販売 神静自動車工業

自動車整備業 自動車整備・販売 (有)力石モータース

スポーツ施設 ゴルフ場 小田原城カントリー倶楽部 https://www.odawarajocc.com/

スポーツ施設 ゴルフ場 湯河原カンツリー倶楽部 https://yugawara-cc.com/

スポーツ施設 ゴルフ場(パターゴルフ) オレンジラインパターゴルフ場 https://www.yugawara.info/

スポーツ施設
ボウリング施設・不動産賃貸

土地売買仲介
大滝商事㈱　パッキーボウル http://www.ootaki-s.co.jp/

造園業 樹木の管理・造園施工 (有)雨川造園

造園業 樹木の管理・造園施工 鈴木園

造園業 樹木の管理・造園施工 (有)峯造園

葬儀業 葬儀業 茂登山商店

その他 インバウンド受入支援他 ㈱エリアコンシェル

その他 税理士 辻・本郷　税理士法人　小田原支部

その他 総合林業 (有)巻上造林 http://www.ne.jp/asahi/makigami/zourin/

その他 フリーペーパー企画・制作 （合)ベリーズファクトリー http://www.freepaper.jp/

その他 プロモーション他 ㈱JTBコミュニケーションデザイン https://www.jtbcom.co.jp/company/index.html

その他 まちづくり活動のサポート・運営他 ㈱癒し場へ

体験 型染 型染工房たかだ

体験 ダイビング ㈱MMS　だいびんぐしょっぷ海家 https://www.umiya.info/

体験 天然石ブレスレット制作 N.S.Y　つむぎて https://www.tumugite.com/

体験 陶芸 do陶芸館 http://do-tougeikan.jp/

体験 陶芸 陶芸教室ごえんず https://goens.jp/tougei/

体験 陶芸 向山窯 http://www5d.biglobe.ne.jp/~h-s87543/main.html

農園 みかん・柑橘類販売 内藤蜜柑園

農園 みかん・柑橘類販売 飛田柑橘園 https://hidakankitsuen.stores.jp/

日帰り温泉 日帰り温泉入浴施設 ㈱アグサ　おんりーゆー http://only-you.sakura.ne.jp/wp/

日帰り温泉 日帰り温泉入浴施設 万葉倶楽部 https://www.manyo.co.jp/mm21/

美術館 ヴェネツィアン・グラス作品展示 箱根ガラスの森美術館 http://www.hakone-garasunomori.jp/

美術館 草間弥生作品展示 かぼちゃ美術館 http://www.cabocha.org/

美術館 現代アート作品展示 空中散歩館

美術館 国宝他所蔵作品展示 ＭＯＡ美術館 http://www.moaart.or.jp/

美術館 刀剣展示 木村美術館

美術館 人間国宝作品展示 人間国宝美術館 http://www.nikobi.com/

不動産業 不動産賃貸・土地売買仲介 ㈱エス・シーリビング https://www.scliving.co.jp/

不動産業 不動産賃貸・土地売買仲介 ひまわり湯河原店 https://www.himawari.com/yugawara/

不動産業 不動産賃貸・土地売買仲介 ㈱リアルター https://www.rialta.co.jp/

個人 個人名会員3名


