
RIDE ON MAKINOHARA デジタルスタンプラリー参加店舗一覧(R4.11.4 時点) 

静波 

・静波しふぉんけーき ※ 

・天然釣魚料理 伝吉山 

・セブンイレブン牧之原静波店 

・戸塚酒店 

・大石生花店 

・大石ふとん店 

・クリーニングのマイン 

・自家焙煎珈琲屋 コスモス ※ 

・ペットサロン八木 

・有限会社 静波オート 

・Myuheal 

・Natural 

・SERENDIB 

・Hair & Make HEAVEN 

・ロ ミロ ミとよ もぎ 蒸 し癒 しの サロ ン ～

HÕpili//ホーピリ 

・味の宿 はちぼし 

・網笑 

・居酒屋つま恋 

・スナックリアン 

・夏屋 利久 

・桔梗屋 

・五番街 

・有限会社寺田燃料 

・鉄板食堂なないろ 

・ぱすてる 

・メンズカトー 

・株式会社ブンテン 

・牧之原市物産センター 

・㈲酒市場木村屋 

・Revolla 

・村松洋品店 

・門奈商店 

・河守精肉店 

（社）まきのはら活性化センター 

勝間 

・ふるさと創菓処 扇松堂 ※ 

・富士勝茶農業協同組合 

 

中 

・古民家カフェとこ十和 

・こめ香 ※ 

仁田 

エステティックサロン LUCIA 

細江 

・手打ちそば はしもと 

・居酒屋 えぼし 

・ベーカリー＆カフェ apfel.（アッフェル） 

・炭火串焼き 金時 

・CACHE CACHE（カシュカシュ） 

・(株)はなここ 本店 

・(株)カネハチ 榛原店 

・セブンイレブン牧之原細江西店 

・(有)ペット・ワン 

・ネイルサロン＆スクール A four leaf 

・Switch 

・ヘアーサロンボンズ 

・Pam 

・株式会社 榛原モータース 

・榛南建材株式会社 

・マツヤデンキ カワムラ榛原店 

・さかえ家 ※ 

・セブンイレブン牧之原細江南店 

・セレクトショップ サニーズ 

・友鶴酒店 

・ケーティー株式会社 

・榛南ストアー 

・ヘアーサロン ボンズ 

・ふじや化粧品店 

勝田 

・高柳製茶 牧之原本店 

・cachette 

・有限会社サンフランシスコパイハウス 

坂口 

・（株）東海軒 富士見そば静岡空港店 

・パスタ屋一丁目富士山静岡空港店 

・セブン-イレブン 富士山静岡空港店 

・富士山静岡空港ランウェイショップＦＳＺ 

・いたくら農園 ※ 

坂部 

・有限会社 ヤマヤス 

・御菓子司 松林堂 

・飯田理容所 

・（株）トマトップ 

・甘蔵さかした ※ 

布引原 

・荒畑園 

勝俣 

・セブンイレブン牧之原勝俣店 

・(株)佐藤自動車 

・CE サロン smile's 

・東洋医学本杉整体 

道場 

・からだ工房アカラ 

相良 

・相良亭 

・café dining TANUMA 

・キッチンむぎわらぼうし ※ 

・大栄館 

・壽亭 ※ 

・居酒屋 やまろく 

・ペンション リリカル 

・ラ・フォンテーヌ洋菓子店 

・佐野時計メガネ店 

・栗山石油店 浜砂 

・栗山石油店 相良 SS 

・ペリドット 

・ペンションむぎわらぼうし 

・なかたに 

・レストラン ハーク 

・宝明楼 

・うみねこ 

・いかりや 

・布施書店 

・なべや商店 

・ヤマカ藤田商店 

・マルカ名波商店 

・小山商店 

・オシャレ 

・矢部商店 

波津 

・海舟 ※ 

・HAZ BEER STAND 

・末広飯店 風来坊 ※ 

・和ダイニングすけろく ※ 

・食遊館クリヤマ 2F レストラン 

・よしみや 

・衣料の小田 

・相良物産株式会社 茶業部 

・ファミリーマート相良海岸店 

・シューズショップ みつぼし 

・大平薬局 

・メガネのあい 

・セブンイレブン牧之原波津店 

・食遊館クリヤマ 1F 

・まるたけ 

・有限会社相良タイヤサービス 

・近藤スポーツ 

・袴田仏具店 

・ボンヌール 相良店 

・大阪屋∼キッチン家庭用品∼ 

・河原﨑ストアー 

・いづみや製菓店 

・宝石・メガネ・時計・補聴器 

 （株）いとう相良店 

・有限会社 はんのウチダ 

・マツヤデンキ カワムラ相良店 

・小山紙店 

・甲州屋 

・(株)沢入電気 

・四ノ宮印章 

・やま平 

・相良制服組合 

・白井屋 

・株式会社 三浦石油 

・株式会社河原崎自転車商会 

・みち美容室 

・中部日本トラベル株式会社 

・ヘアーサロン マツシタ 

・理容 ウエタ 

・ビューティーサロン ひな 

・呑み喰い処まつばえ 

・ナティのごはん 

・おばたや 

・こっこ 

・ナティ 

・セブン-イレブン牧之原波津東店 

・有限会社 魚才商店 

・お菓子 いなばや 

大江 

・太田美容室 

東萩間 

・ふくろ茶や ※ 

黒子 

・株式会社 カーズ牧之原 

中西 

・(有)ナカジマ自動車 

・玉月堂 

・魚音 

片浜 

・旨いもん処 もりまさ ※ 

・門膳 ※ 

・レインボー 

菅ケ谷 

・(株)河原崎商事 

・skyflower hair&spa 

・キレート トミタ 

・セブン-イレブン牧之原菅ケ谷店 

女神 

・いけそば 

福岡 

・菓子司 扇子家 ※ 

・山本建材(株) 

・鈴木バッテリー商会 

 

須々木 

・製茶問屋 澤田行平商店 

・植田商会 

大沢 

・肉バルジャルディーノ 

・Bar coeur 

・(有)池田屋 レストラン・厨房 

・サライ 

・居酒屋のんき 

・TSUTAYA 相良店 

・すまいる 

・ホワイト急便 大沢ショップ 小原店 

落居 

・(有)日ノ出モータース 

地頭方 

・株式会社 榛南総合家具センター 

・やまざき売店 

・(株)ロワールマスダ 

・マルサ海藻 斉田商店 

・栗山石油店 地頭方 SS 

・カットサロン フジタ 

・山崎染物店 

・寿しどころ㐂楽 

・セブン-イレブン牧之原地頭方店 

新庄 

・きよ寿司 ※ 

・カフェギャラリー ジュー・ド・ポム ※ 

・神徳 

・佐藤菓子店 

・株式会社 カーメイト松下 

・株式会社小栗農園 

〇※マークのついた「勝負メシ」プロジェクト参加店舗は

1 会計でスタンプを 2 個獲得できます。 

〇営業時間等の詳細は牧之原市 HP でご確認ください。 

問合せ：牧之原市商工観光課 

TEL:0548-53-2647 


