
店舗住所_市区町村～建物名
1 ほっともっと 鴨川横渚店 鴨川市 横渚　28-1 
2 ヤックスドラッグ 鴨川店 鴨川市 横渚　105 
3 ＣＡＭＥＬＬＩＡ・ＮＥＴ 美容室Cut・Park鴨川店 鴨川市 横渚　124-3 
4 しみず動物病院 鴨川市 横渚　125
5 Oahu 鴨川市 横渚　132-1 大悟ビル1F 
6 CaSa 鴨川市 横渚　143-1 
7 近江屋釣具店 鴨川市 横渚　195-1 
8 private nailsalon April 鴨川市 横渚　253-11 
9 カフェ カルトーラ 鴨川市 横渚　261-1 シャインビル2階
10 安房住宅株式会社 リフォーム相談館　鴨川店 鴨川市 横渚　283-1 
11 佐々木商店 ジョイスササキ 鴨川市 横渚　292 
12 ナンハウス 鴨川店 鴨川市 横渚　297-1 
13 Bottom Pizza 鴨川市 横渚　433-1 
14 ＳＬＯＦＳＵＲＦＤＥＳＩＧＮＳ 鴨川市 横渚　514-2 美幸荘Ｂ
15 鴨川萬祝染 鈴染 本店 鴨川市 横渚　620-1 
16 角田モータース 鴨川市 横渚　625-1 
17 HondaCars鴨川 鴨川店 鴨川市 横渚　640
18 ふぉるてな 鴨川市 横渚　671 
19 駄菓子屋 じびき 鴨川市 横渚　671-1 
20 あさひや商店 鴨川市 横渚　752
21 レディスファッションヤマザキ 本店 鴨川市 横渚　766
22 earth tree cafe 鴨川市 横渚　805-1 
23 メガネ・時計・ジュエリーの石川 鴨川市 横渚　884-4 
24 threeseventokyo 鴨川市 横渚　888-1 2Ｆ
25 君塚電器 鴨川市 横渚　905 
26 鴨川書店 鴨川市 横渚　907-2 
27 炉ばた　居瑠家 鴨川市 横渚　920-1 
28 レストラン伊せや 鴨川市 横渚　971-2 
29 らくーね 鴨川店 鴨川市 横渚　973-1 イオン鴨川3F
30 ダイソー イオン鴨川店 鴨川市 横渚　973-1イオン鴨川店3階 
31 メガネストアー 鴨川 鴨川市 横渚　975-12 
32 MW SURF SHOP 鴨川市 横渚　1014-2 
33 牛角 鴨川店 鴨川市 横渚　1052-1 
34 リサイクルプラザ・マジカルスペース 鴨川店 鴨川市 横渚　1100-1 
35 中国料理東洋 鴨川店 鴨川市 横渚　1101-1 
36 ラ・セレナータ鴨川 鴨川市 横渚　1101-3 1F
37 カラオケVerFlores鴨川店 鴨川市 横渚　1101-3 2F
38 ビーチカフェ鴨川 鴨川市 横渚　1101-5 
39 高橋容器 鴨川市 横渚　1102-4 
40 両国うどん 鴨川市 横渚　1102-5 
41 マツモトキヨシ 鴨川店 鴨川市 横渚　1103-1 
42 地魚処 すずき家 鴨川市 横渚　1104-16 
43 松鮨 鴨川市 横渚　1115-1 
44 川京 鴨川市 横渚　1117 
45 美容室Jacaranda! 鴨川市 横渚　1170-2 旭ビル1F-A
46 JSサーフボード 鴨川市 横渚　1176-9 
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店舗住所_市区町村～建物名店舗名
47 ジュンジソノダサーフボード 鴨川市 横渚　1176-9 
48 房総美味いもの屋　藤よし 鴨川市 横渚　1222-1 
49 CREIGHT 鴨川市 横渚　1224-5 
50 和ダイニング　桃源坊 鴨川市 横渚　1471-32 
51 地魚料理和さび 鴨川市 横渚　1481-1 
52 クリンクル 横渚店 鴨川市 横渚　1524-12 
53 FIARE SURF 鴨川市 横渚　1546-1 
54 GuriGuri HOUSE&WAGON 鴨川市 横渚　1546-3 
55 だいにんぐ友 鴨川市 横渚　1759-1 
56 杉木写真館 鴨川市 前原　11
57 CAMA kitchen 鴨川市 前原　46 
58 KAMO kitchen 鴨川市 前原　58-1 
59 bloom surf shop ブルーム 鴨川市 前原　80 
60 アドゥー Trattoria IMAMURA 鴨川市 前原　100 
61 アドゥー KAMOGAWA SURF CAMP 鴨川市 前原　100 2階
62 近江屋釣具店 鴨川市 前原　122-1 
63 朝日写真館 鴨川市 前原　191
64 もちづき 鴨川支店 鴨川市 前原　239 
65 民芸居酒屋きらく坊 鴨川市 前原　295 
66 砂沢模型 鴨川市 前原　303
67 MW SURF SHOP SURF SCHOOL 鴨川市 前原　358-3 
68 nonkey surf&sports 鴨川市 前原　358-26 
69 山田青果店 鴨川市 前原　361
70 本多屋酒店 鴨川市 磯村　127 
71 しまむら 鴨川店 鴨川市 貝渚　34 
72 かっぱ寿司 鴨川店 鴨川市 貝渚　39-1 
73 バーミヤン 鴨川店 鴨川市 貝渚　59 
74 マツモトキヨシ 鴨川貝渚店 鴨川市 貝渚　60 
75 眼鏡専門店さくら 鴨川市 貝渚　125
76 イエローハット 鴨川店 鴨川市 貝渚　135-1 
77 チェルカトローヴァ 鴨川市 貝渚　125 鈴木ビル2F
78 鴨川印刷 鴨川市 貝渚　252-1 
79 オンデーズすばる書店鴨川店 鴨川市 貝渚　300
80 TSUTAYA 鴨川店 鴨川市 貝渚　300
81 ケンタッキーフライドチキン ベイシア鴨川店 鴨川市 貝渚　300 
82 眼鏡市場 ベイシア鴨川 鴨川市 貝渚　300 
83 ＳＥＡＢＬＵＥ鴨川店 鴨川市 貝渚　300 ベイシア内
84 Jʼsベーカリー 鴨川店 鴨川市 貝渚　300 ﾍﾞｲｼｱ鴨川店内
85 美容室インディゴブルー 鴨川店 鴨川市 貝渚　300 ベイシア内美容室シ-ブル-
86 蔵出し房州味噌　麺屋馬琴 鴨川市 貝渚　308-1 
87 アペティート 鴨川市 貝渚　309 
88 リラクゼーション　海里 鴨川市 貝渚　309-1  2階
89 あきんどスシロー 鴨川店 鴨川市 貝渚　340-1
90 介護屋ミー 鴨川市 貝渚　561-2-B102 
91 Nail Room  A to Z 鴨川市 貝渚　1725-3 
92 waicocoサーフショップ 鴨川市 貝渚　1729-1 
93 民宿 しおん 鴨川市 貝渚　2431-6 
94 ペンション　インディアンサマー 鴨川市 貝渚　2492-2 
95 フララヘアー 鴨川市 貝渚　2850-4 
96 猪込商店 鴨川市 貝渚　3118
97 ミドリヤ洋品店 鴨川市 貝渚　3121 
98 ハギワラ洋品店 鴨川市 貝渚　3123-2 
99 Sola street 鴨川市 貝渚　3272-2 
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100 仲沢石油 鴨川市 太尾　340 
101 ティーハウス れりっしゅ 鴨川市 大里　435-1 
102 料理石川 鴨川市 太尾　462 
103 ダイアナ　鴨川 鴨川市 大里　589-1 ﾍﾞﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA号棟
104 ウェルネスポーツ鴨川 鴨川市 太尾　866-1 
105 セタス 鴨川市 太田学　201-1 
106 さが野 鴨川市 太田学　665 
107 ヤマダデンキグループ テックランド鴨川店 鴨川市 花房　31-1 
108 まるよ西条 鴨川市 花房　33-1 
109 ふとんのタテノ 鴨川市 花房　46-4 
110 MKグループ きのはなサロン鴨川店 鴨川市 花房　80-5 
111 早川建設 鴨川店 鴨川市 花房　80-5 
112 UN BIJOULE 鴨川市 花房　413-2 
113 天津天然瓦斯営業所 オートガススタンド 鴨川市 八色　59-1 
114 HKalmeハルム 鴨川市 八色　70-2 
115 Hair Dolce  ヘアードルチェ 鴨川市 八色　316-3 
116 食事処池田 本店 鴨川市 八色　518-8 
117 ヤマト運輸 鴨川市 八色　530 
118 ブティックイシイ 鴨川市 八色　814-6 
119 ケーズデンキ 鴨川店 鴨川市 八色　854-1 
120 plus+ 鴨川市 滑谷　35-5 
121 マツダオートザム鴨川店 鴨川市 滑谷　68-1 
122 濱田建築事務所 鴨川市 滑谷　289-1０ 
123 HILO Hawaiian Academy 鴨川本校 鴨川市 滑谷　689-8 
124 炭火barいろは 鴨川市 滑谷　716-1 
125 タイセイ 鴨川市 滑谷　758-2 
126 リオネットセンター 鴨川店 鴨川市 滑谷　793 
127 鴨八食堂 本店 鴨川市 滑谷　813-3 
128 打墨庵加瀬 打墨庵加瀬 鴨川市 打墨　2329-1 
129 松本モータース 鴨川市 東町　442-1 
130 どんや 鴨川市 東町　472-5 
131 和雑貨　翠 鴨川市 東町　916-1０ 
132 タリーズコーヒー 亀田メディカルセンター 鴨川市 東町　929 K-TOWER 1F 
133 グラッシーサーフショップ 鴨川市 東町　994-3 
134 新倉 鴨川市 東町　999-11 
135 真珠の庭 鴨川市 東町　1149 1階
136 SUPGUIDEKAMOGAWA 鴨川市 東町　116０-1 
137 イズマート サンマルコ 鴨川市 東町　1362
138 カフェ・フレンズ 鴨川市 東町　1458-4 
139 グランビスタホテル＆リゾート 鴨川シーワールド 鴨川市 東町　1464-18 
140 レジーナリゾート鴨川 鴨川市 東町　1464-90 
141 ガレージ吉浦 鴨川市 西町　628-2 
142 鴨川ジンギスカン 鴨川市 西町　1070 
143 鴨川館 フロント 鴨川市 西町　1179 
144 鴨川館 売店 うれしな 鴨川市 西町　1179 鴨川館内2階
145 fairynailsalon fairy 鴨川市 西町　1812-2 
146 すき家 128号鴨川店 鴨川市 広場　765-1 
147 ガスト 鴨川店 鴨川市 広場　796-1 
148 花・果物 ハーヴェスト 鴨川市 広場　748-1 
149 グレースサーフオフィス&ショールーム 鴨川市 広場　761-1 
150 ルールズピープス 鴨川市 広場　765-3 
151 ココス 鴨川店 鴨川市 広場　769-1 
152 潮騒市場 お土産処旬彩 鴨川市 広場　777



店舗住所_市区町村～建物名店舗名
153 丸藤 鴨川市 広場　777 
154 福田はかりや店 ニュー鴨川サービスステーション 鴨川市 広場　785 
155 MOANI 鴨川市 広場　795-1 
156 呑癒庵鳥丸ん家 鴨川市 広場　795-1 
157 正和物産 鴨川グランドホテル内売店 鴨川市 広場　820
158 鴨川グランドホテル 鴨川市 広場　820
159 ボディケアサロンMARUMU 鴨川市 広場　820 
160 クリンクル 本店 鴨川市 広場　820-63 
161 ボーシュブー美容室 鴨川市 広場　841-1 
162 ウエルシア 鴨川広場店 鴨川市 広場　1000-1 
163 滝口理容店 鴨川市 広場　1037 
164 理容　コヤマ 本店 鴨川市 広場　1116-8 
165 うどん⾧浜 鴨川市 広場　1124-25 
166 PLAZAイソザキ 広場店 鴨川市 広場　1306
167 レストランstuff 本店 鴨川市 広場　1328-5 
168 居酒屋　⾧七 鴨川市 広場　1354-9 
169 南の街の焼き肉弁当　鴨川店 鴨川市 広場　1969-B 
170 白井生花店 鴨川市 広場　2147 
171 kekua 鴨川市 広場　2326-1 
172 Orbit 鴨川市 和泉　224-1 
173 市川情報サービス 鴨川市 和泉　1426-1 
174 プラユスフィール 鴨川市 和泉　1694-1 
175 アコーディア・ゴルフ　鴨川カントリークラブ 鴨川市 和泉　2607 
176 ひまわりどうぶつクリニック 鴨川市 和泉　2807-1 
177 ⾧狭ブルーベリーヒルズ 鴨川市 上小原　249 
178 サロン森の小径 本店 鴨川市 北小町　577 
179 市平 鴨川市 南小町　129-1 
180 つけもの秦 鴨川市 南小町　1715 
181 安房の地酒  寿萬亀 鴨川市 仲　329
182 ヤックスドラッグ 鴨川⾧狭店 鴨川市 宮山　1707 
183 カステラ工房　ルアーシェイア 鴨川市 宮山　1708-1 
184 立ち飲み屋 元気です。ばんざい 鴨川市 松尾寺　466 
185 さかげん亀田 本店 鴨川市 松尾寺　487 
186 Coteranne コテランネ 鴨川市 北風原　88-1 
187 ガラス工房アルコス 鴨川市 北風原　753-6
188 高梨電器 鴨川市 北風原　882 
189 エーエルシー住設 鴨川市 北風原　882-4 
190 ホンダ⾧狭 本部 鴨川市 大幡　964-3 
191 アシストＫＣ 鴨川市 釜沼　51 
192 柴崎商店 鴨川市 釜沼　576-1 
193 草so 鴨川市 平塚　1639-1 
194 棚田倶楽部(大山千枚田) 大山青少年研修センター 鴨川市 平塚  1717-15 
195 ヘアサロン伊藤 鴨川市 金束　421-1 
196 Ａｓｌｉ 鴨川市 金束　498-1 
197 KOZUKA513cafe 鴨川市 金束  513
198 KOZUKA513guesthouse 鴨川市 金束　513 
199 Cafeれもんの花 鴨川市 金束　781
200 Cafe SASAYA 鴨川市 金束　905-1 
201 Cafe SASAYA 古民家カフェ 夜麦 鴨川市 金束　1137 
202 かまどの火 鴨川市 金束　1722 
203 ナルズ・メカニックマイスター 鴨川市 古畑　317-5 
204 大場蘭園 鴨川市 奈良林　330
205 PLAZAイソザキ 太海店 鴨川市 太海浜　219 
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206 リサイクルショップWELL鴨川店 鴨川市 江見青木　92-9 
207 助八　鴨川店 鴨川市 江見青木　120-4 
208 ＬｏｍｉＬｏｍｉ　ＮＩＫＯ 鴨川市 東江見　82-1 
209 三原屋 鴨川市 東江見  357
210 DA Nalu 本店 鴨川市 江見東真門　29-2 
211 鈴木商店 鴨川支店 鴨川市 江見西真門　92-1 
212 カネシチ鮮魚店 鴨川市 江見東真門　166 
213 モアナコースタルサービス 鴨川市 江見西真門　381-2 
214 AMZA 鴨川市 江見西真門　434-4 
215 レスタウランテ　パエジェーラ 鴨川市 仲町　239-1 
216 山荘 鴨川市 仲町　241-4 
217 ペンション　フォーシーズン 鴨川市 二子　42-5 
218 LAYLA FARM 鴨川市 二子　692-13 
219 宮鶴山荘 鴨川市 宮　1519-60 
220 アラビアンアート 鴨川市 太海西　3-332-7 
221 プチホテル　ヒルトップイン　ブランシェ 鴨川市 太海西乙　3-334-9 
222 ペンション うみの星 鴨川市 太海　1908-5 
223 LANI kamogawa 鴨川市 太海　1923 
224 マルゴ鮮魚店 鴨川市 太海　1940-1 
225 KAMOGAWA  SURF LESSONS 鴨川市 太海　1947 
226 ドッグハウスコーラル 鴨川市 太海　1967-6 
227 斉藤薬局 鴨川市 太海　2009-1 
228 磯膳　よしえい 鴨川市 太海浜　6-2 
229 是空 鴨川市 太海浜　24-1 
230 潮騒リゾート鴨川 鴨川市 太海浜　73-1 
231 画家ゆかりの宿江澤館 鴨川市 太海浜　153
232 花戸商店 鴨川市 太海浜　220
233 道の駅鴨川オーシャンパーク 鴨川市 江見太夫崎　22 
234 EBIYA.CAFE 鴨川市 江見太夫崎　66-2 
235 ライバック 鴨川市 江見吉浦　284-1 
236 シーサイドペンション サンポアル 鴨川市 江見吉浦　487 
237 美樹鮨 鴨川市 江見吉浦　489-1 
238 こみなと漁師料理　海の庭 鴨川市 小湊　169
239 和食亭 浜よし 鴨川市 小湊　176 
240 魚彩和みの宿　三水 鴨川市 小湊　182-2 
241 鯛の浦遊覧船 鴨川市 小湊　183-8地先 
242 くろしお 海鮮問屋の宿 くろしお 鴨川市 小湊　196
243 アサダ水産 鴨川市 小湊　196-1 
244 ナチュール 鴨川市 小湊　649 
245 小湊温泉・実入の湯　豊明殿 鴨川市 内浦　14
246 千家 鴨川市 内浦　405-6 
247 味久 鴨川市 内浦　405-3０ 
248 旬彩の宿緑水亭 鴨川市 内浦　1385 
249 中国料理鴨川食堂 鴨川市 内浦　1906 
250 魚村 鴨川市 内浦　2787-1 
251 小湊鐵工所 鴨川市 内浦　3000 
252 ハートビジョンネクスト 鴨川市 天津　737-1 
253 斉藤塗装 鴨川市 天津　737-1 
254 ひだまりINN 鴨川市 天津　1072 
255 椿堂製菓 鴨川市 天津　1092
256 A・L・L MATUMOTO 鴨川市 天津　1120 
257 味な宿　蓬莱屋 鴨川市 天津　1376 
258 四井商店 鴨川市 天津　1401 
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259 ENEOS 天津小湊 SS 鴨川市 天津　1517 
260 小林酒店 鴨川市 天津　1748 
261 SONNE Kamogawa B.S. 鴨川市 天津　2954
262 杜の音　ピアノ教室 鴨川市 天津　2954 
263 いなかっぺ YADO OMIYA 鴨川市 天津　2954 
264 かしわくら お食事処かしわくら本店 鴨川市 天津　3244 
265 寺尾自動車整備工場 本店 鴨川市 天津　3253-1 
266 1gram 鴨川市 天津　3253-3 
267 うおまさ 鴨川市 天津　3280-5 
268 極味のひもの　魚水 天津店 鴨川市 天津　3282-1 
269 さいぶのひじき 本店 鴨川市 浜荻　924-2 1F
270 道の港　まるたけ 鴨川市 浜荻　1008-1 
271 STUDIO  ANICCA 鴨川市 浜荻　1159-1 
272 ENEOS 大野屋石油 鴨川市 浜荻　1249-1 
273 さいぶのひじき 浜店 鴨川市 浜荻　1322 
274 ⾧谷川肉店 鴨川市 浜荻　1376 
275 ヤマザキショップ サヤマ 鴨川市 浜荻　14０4
276 源太郎酒店 鴨川市 浜荻　1607-1 
277 磯貝商店 鴨川市 浜荻　1627-1 
278 売店ユーシン 鴨川 鴨川市 浜荻


