
はだの元気プロジェクト！地元応援お食事・お買物クーポン券　登録店舗一覧（11月30日最終版）

店舗名 地区 住所 電話番号 取扱品目

アームズみつもり美容室 本町 秦野市本町1-1-2さがみビルド2Ｆ 0120-916-440 美容店

青柳 本町 秦野市本町2-8-10 0463-81-0254 和菓子

アドバンス・アキ 本町 秦野市幸町1-3 0463-83-0666 家電商品、アンテナ工事、修理

アライバル オニキス秦野インター 本町 秦野市曽屋3528 0463-79-8288 自動車、部品、車検、板金、整備

荒川米穀 本町 秦野市寿町6-26 0463-81-0442 米

アルソア プレンダ 本町 秦野市曽屋1237-4 0463-83-4114 化粧品、健康食品

アンデス橋本 本町 秦野市栄町5-21 0463-81-1202 ケーキ、和菓子

飯塚理容館 本町 秦野市元町5-34 0463-81-2261 理容店

いがらし酒店 本町 秦野市栄町9-16 0463-81-0551 酒、ビール、焼酎、ワイン、ジュース

居酒屋　鹿の子 本町 秦野市本町2-2-2 0463-83-2291 居酒屋

伊勢原書店秦野店 本町 秦野市曽屋5909-3 0463-83-0841 書籍、雑誌、携帯電話

市川履物店 本町 秦野市本町1-6-3 0463-81-1052 履物、バッグ

一郎屋秦野店 本町 秦野市本町2-1-1 0463-85-6877 居酒屋料理全般

伊奈真一米店 本町 秦野市本町3-4-26 0463-81-0273 米、そば

いま井 本町 秦野市本町1-1-1 0463-84-2525 居酒屋

魚大 本町 秦野市栄町5-20 0463-81-1259 鮮魚

宇山商事 本町 秦野市寿町4-18 0463-81-0065 米穀、ガス販売店、ガソリンスタンド

Ale 001 本町 秦野市本町2-1-28内藤ビル1F 0463-73-5477 バー、酒

エステティックサロン Ｕｒｕ 本町 秦野市寿町6-19 第１みどりやビル4F 090-3595-1020 エステサロン

越前屋ふとん店 本町 秦野市寿町1-3 0463-83-1800 寝具、寝装品、衣料雑貨、タオル

榎本堂 本町 秦野市幸町4-22 0463-81-0616 菓子製造販売

遠藤米店 本町 秦野市寿町1-25 0463-81-0733 米穀、各種燃料

おうちダイニング菘 本町 秦野市本町1-2-17 080-4112-0615 飲食店

おおつ写真店 本町 秦野市本町3-1-4 0463-81-0750 証明写真、音楽ＣＤ、ＤＶＤ

奥津国道美術館　森のカフェ 本町 秦野市曽屋1758 0463-26-7312 カフェ

おそうじ本舗　秦野駅前店 本町 秦野市本町2-3-3 0120-332-573 ハウスクリーニング

小野酒店 本町 秦野市本町2-9-9 0463-81-0530 日本酒、本格焼酎

御菓子司　亀屋 本町 秦野市栄町2-12 0463-81-0410 和菓子、袋菓子、煎餅

介護ショップ　エスティサービス 本町 秦野市寿町2-16 0463-81-6660 介護用品、衛生用品、消耗品など

画材エコール 本町 秦野市本町1-2-16 0463-81-5229 画材、額、絵画、掛軸

梶山商店 本町 秦野市寿町4-16 0463-81-0207 白米、玄米、灯油、切炭、上新粉

菓匠 佐野老舗 本町 秦野市末広町3-3 0463-81-0648 和菓子

片野自転車店 本町 秦野市本町3-2-6 0463-81-0214 自転車、ウエアー等、車椅子

片野青果店 本町 秦野市幸町4-36 0463-81-0640 青果

かっしぃはうす 本町 秦野市桜町2-2-37 0463-81-0748 リサイクルこども用品

加藤工業 本町 秦野市入船町7-27 0463-81-3500 ガソリンスタンド

加藤生花店 本町 秦野市本町1-2-21 0463-81-1187 生花

カネマス書店 本町 秦野市曽屋1033-1 0463-81-0024 雑誌、書籍、文房具

かまか商店 本町 秦野市曽屋1-5-15 0463-81-0006 落花生加工食品

髪屋 本町 秦野市元町1-5 0463-83-0234 理容店

亀屋洋品店 本町 秦野市栄町6-15 0463-81-0629 婦人服、みどり幼稚園・南幼稚園の園服販売

神原薬局本町店 本町 秦野市本町1-1-3 0463-82-5555 ドラッグストア

漢方の岩本薬局 本町 秦野市栄町2-21 0463-81-0413 漢方薬、煎じ薬、健康食品

季魚旬酒　なぶら 本町 秦野市本町1-1-6クレアーレＭＫビル2Ｆ 0463-83-7768 鮮魚、串焼、酒、珍味

岸時計メガネ店 本町 秦野市栄町4-16 0463-81-0543 時計、メガネ、宝石、補聴器

喫茶モントレー 本町 秦野市栄町6-17 0463-81-3634 コーヒー、軽食

靴のタケモト 本町 秦野市本町1-4-8 0463-81-0437 靴、靴修理



熊澤屋呉服店 本町 秦野市寿町1-3 0463-81-0235 着物、和雑貨

Green Grain 本町 秦野市寿町1-23 0463-84-2555 インテリア雑貨、ステンドグラス

クローバー 本町 秦野市本町1-2-1万州ビル2Ｆ 0463-85-4010 婦人服

ケーキハウス　シーズン 本町 秦野市本町3-2-4 0463-82-2554 菓子製造業

小林商店 本町 秦野市栄町7-14 0463-81-0369 陶磁器、ガラス器

米蔵　栗原 本町 秦野市水神町2-18 0463-81-0533 米

米専門店　やまぐち 本町 秦野市曽屋827-6 0463-81-3868 米、甘酒、ソフトクリーム他

Contrale Market by ALCENTRO 本町 秦野市本町2-3-20 0463-26-6577 ダイニングレストラン

サーティーワンアイスクリームはだの河原町店 本町 秦野市河原町3-48 0463-84-4831 アイスクリーム

さかい屋洋品店 本町 秦野市寿町2-15 0463-81-0659 婦人、紳士服、学生服、小中学校体育着

雑貨屋オアシス 本町 秦野市本町2-4-5 0463-81-0178 タイ製品、リサイクル品

佐野十全堂薬局上宿店 本町 秦野市栄町4-11 0463-81-7231 医薬品、化粧品

佐野十全堂薬局本店 本町 秦野市本町2-5-6 0463-81-0031 医薬品、化粧品

四季織々　藍 本町 秦野市寿町8-37 0463-83-8200 衣料・身の回り品取扱店

渋沢ヘルパー 本町 秦野市曽屋4044-6 0463-87-2630 消毒業（シロアリ、植木　他）

清水虎吉商店 本町 秦野市本町2-9-25 0463-81-0445 米、その他

ジャスト　エイト 本町 秦野市本町1-2-12 0463-80-2003 酒

ジュピック 本町 秦野市本町1-9-19 0463-81-0534 ファッション衣料、バッグ、服飾雑貨

湘南整体院秦野 本町 秦野市本町1-1-1 0463-82-6686 整体、巻爪矯正

食堂バールDerako 本町 秦野市寿町7-9 0463-72-7808 飲食店、酒

城田屋製菓 本町 秦野市幸町4-31 0463-81-0770 和菓子、お赤飯、のし餅、お供え餅

新栄モータース 本町 秦野市曽屋764 0463-81-3863 自動車販売、修理

新米屋 本町 秦野市元町1-3 0463-81-0206 婦人洋品、幼稚園、保育園体育着

スズセイ武道具 本町 秦野市本町2-3-5 0463-83-0772 武道具

スポーツショップ たまき 本町 秦野市上大槻1113-4 0463-82-0389 野球用品、グローブ、バットなど

せきぐち米・酒店 本町 秦野市曽屋5807 0463-81-0604 米、酒、灯油

セブン-イレブン秦野金目川店 本町 秦野市曽屋5908-1 0463-82-3792 コンビニ

セブン-イレブン秦野河原町店 本町 秦野市河原町3-57 0463-82-1676 コンビニ

セブン-イレブン秦野寿町店 本町 秦野市寿町1-7 0463-84-0780 コンビニ

セブン-イレブン秦野幸町店 本町 秦野幸町4-15 0463-82-7809 コンビニ

セブン-イレブン秦野曽屋東店 本町 秦野市曽屋792 0463-82-5066 コンビニ

セブン-イレブン秦野曽屋緑下店 本町 秦野市曽屋21-16 0463-84-0370 コンビニ

創作和菓子　北原堂 本町 秦野市曽屋2-1-38 0463-81-0665 和菓子その他

大衆酒場　秦野BASE本店 本町 秦野市本町1-2-19 0463-82-6520 居酒屋

ties HADANO 本町 秦野市本町2-2-1TATSUMIビル１F 0463-79-9711 カット、カラー、パーマ、ストレート、エクステ

ties hair removal&eyelash 本町 秦野市本町2-2-1-2F 0463-51-6898 脱毛、エステ、まつエク、まつP

高橋紙店 本町 秦野市本町2-4-7 0463-81-0243 紙、文具、事務用品、スチール家具

タケメガネイオン秦野店 本町 秦野市入船町12-1イオン秦野店1F 0463-85-2163 メガネ、コンタクトレンズ

タケメガネ秦野本店 本町 秦野市栄町4-17 0463-81-5572 メガネ、補聴器

武本はきもの店 本町 秦野市本町1-10-17 0463-81-0069 草履、下駄、シューズ

立花屋茶舗 本町 秦野市本町3-4-23 0463-81-0334 日本茶、茶器、茶の湯道具他

チナ美容室 本町 秦野市ひばりヶ丘6-11 0463-81-7399 美容店

月島寿司 本町 秦野市栄町1-3-1 0463-81-2211 仕出し、弁当

手作り雑貨　うさぎのしっぽ 本町 秦野市寿町1-1大野屋ﾋﾞﾙ1F-A 080-5533-9504 洋服、布小物、陶芸、木工アクセサリー

鉄PAN焼　Hadapan 本町 秦野市本町1-9-9 0463-68-6787 洋食（創作肉料理）

とみやま衣料店 本町 秦野市本町1-7-6 0463-81-3211 婦人服、靴下類、男女肌着類、傘、ふくろ

トム・インドアテニス秦野校 本町 秦野市富士見町6-34 0463-79-9511 テニススクール、テニス用品販売

ともしびショップにじ散歩 本町 秦野市本町2丁目7-25 0463-71-5729 食堂、軽食喫茶

ともしびショップゆめ散歩 本町 秦野市栄町9-14さかえちょう公園内 0463-73-6031 手芸品、野菜、豆腐、餃子、焼菓子

友はり灸マッサージ 本町 秦野市曽屋2-4-22 0463-67-7221 鍼灸、オイルマッサージ、整体

TRATTORIA　E　PANINOTECA　DA　MASA 本町 秦野市本町1-9-11 0463-84-0328 イタリア料理

なおさんの美容室 本町 秦野市桜町1-6-13 コーポ桜3号室 0463-65-0704 美容店

中島印刷 本町 秦野市本町3-4-27 0463-81-0567 カラー印刷、ハガキ、実印、ゴム印



名古屋靴店 本町 秦野市本町3-1-1 0463-81-0329 靴、履物　他

肉のナカムラ 本町 秦野市本町1-6-7 0463-81-0371 精肉、青果

肉バルＬＯＣＵＸＩＡ 本町 秦野市本町1-8-18 0463-45-4769 飲食

にしきや 本町 秦野市寿町8-17 0463-82-2498 マスコット人形、縁起物飾りなど

日本料理　広美 本町 秦野市曽屋10-1 0463-85-6601 お弁当、惣菜、ケータリング

根倉たたみ店 本町 秦野市入船町1-14 0463-81-2594 タタミ、フスマ、アミド

秦野市農業協同組合　本町支所 本町 秦野市本町1-9-13 0463-81-0019 食品、日用品

ハダノ浪漫食堂 本町 秦野市栄町1-13花輪第2ビル 0463-68-8466 酒、うどん、おでん

HANA 本町 秦野市栄町5-23 0463-81-8724 婦人服

林動物病院 本町 秦野市寿町2-9 0463-82-9259 犬猫医療機関

原酒店 本町 秦野市桜町2-2-31 0463-81-0852 酒、飲料食料品

春木屋生花店 本町 秦野市寿町8-2 0463-82-4587 生花、鉢物、観葉植物、造花

PANDOLA美容室 寿町店 本町 秦野市寿町4-11 0463-84-1692 美容店

PANDOLA美容室 Nail&Eyelash 本町 秦野市入船町1-15 0463-75-9743 ネイル、まつエク

PANDOLA美容室 本店 本町 秦野市元町5-12 0463-81-6807 美容店

はんの大谷 本町 秦野市入船町12-1イオン秦野ショッピングセンター 0463-85-3336 印鑑、ゴム印、名刺等印刷

PPCafe 本町 秦野市入船町1-15 0463-75-9742 カフェ

ピオサトウ 本町 秦野市本町3-1-5 0463-81-0312 アルビオン、ソニックエステ

ビストロ　アルティザン 本町 秦野市本町3-2-4 0463-84-8101 イタリア、フランス料理

日比谷鳥こまち　秦野駅北口店 本町 秦野市本町2-1-30 0463-85-5610 やきとり

ビューティーもとひろ 本町 秦野市末広町1-18 0463-82-4574 美容店

美容室エスパス．ドゥ．ボーテ 本町 秦野市入船町9-3 0463-83-3370 美容店

美容室エルム 本町 秦野市桜町2-2-1 0463-83-3018 パーマ、カラー、カット、美容店

美容室カット　アンド　カール栄町 本町 秦野市栄町5-11　東邦ビル3F 0463-82-9452 美容店

美容室ハッピーターン 本町 秦野市栄町6-10 0463-81-1770 美容店

美容室理容室やまむら 本町 秦野市栄町5-18 0463-81-0084 理容美容一般

美容室Lepos 本町 秦野市本町1-1-6 0463-84-1950 美容店

ファッション・アサヒヤ 本町 秦野市本町2丁目3-4 0463-82-7329 紳士、婦人衣料カジュアル・婦人服

ファミリーマート秦野市役所前店 本町 秦野市桜町1-4-1 0463-85-5761 コンビニ

Food＆Liquorはなや 本町 秦野市曽屋5819-12 0463-81-0655 酒、惣菜、一般食料品、青果

婦人靴　さくら 本町 秦野市本町1-1-2さがみビルド103 0463-81-1171 靴

双葉電気店　ベスト電器秦野店 本町 秦野市栄町9-15 0463-81-1333 家電品、エコキュート他設備関連

ふとんハウスはらまさ 本町 秦野市元町5-14 0463-81-1862 寝具全般、ふとん打ち直し

ブランシュ洋菓子店 本町 秦野市本町3-9-39 0463-82-6605 洋菓子、ケーキ、お誕生日ケーキほか

Ｂｒｅｅｚｅ　Ｃａｆｅ 本町 秦野市本町1-9-10 0463-79-5661 パンケーキカフェ

フルーツ＆フラワーショップ　フヂマ 本町 秦野市栄町1-14 0463-81-2247 生花

HAIR　SPRAY 本町 秦野市桜町1-1-20 0463-81-1888 美容店

ｈａｉｒ＆ｆａｃｅ　sａｋｕｒａ 本町 秦野市寿町1-5 0463-84-5738 美容店

ヘアーサロン タカハシ 本町 秦野市曽屋3549-13 0463-81-3866 理容店

ヘアーサロン トミナガ 本町 秦野市本町1-5-12 0463-82-1888 理容店

ポージィ 本町 秦野市本町2-4-4 0463-83-4676 喫茶店

ほぐし職人スッキリ秦野河原町店 本町 秦野市曽屋5903-14 0463-83-5218 リラクゼーションサロン

ボディケアサロン天空ノ虹 本町 秦野市本町1-8-16秦野エミネンス202 080-4958-6611 整体院

本多肉店 本町 秦野市本町1-2-1 0463-81-0415 精肉、惣菜

本のファースト 本町 秦野市曽屋1033-1 0463-84-5657 雑誌、書籍、文房具

マウンテンレコーズ 本町 秦野市本町1-11-10-1Ｆ 0463-86-6446 中古レコード、ＣＤ

増田屋幸町店 本町 秦野市幸町4-34 0463-82-8876 そば、うどん

増田屋曽屋店 本町 秦野市曽屋3524-1 0463-83-0824 そば、うどん、丼物

豆工房コーヒーロースト秦野店 本町 秦野市本町3-1-2桝屋ビル2号室 0463-72-7503 自家焙煎コーヒー豆

豆峰商店 本町 秦野市本町2-10-1 0463-81-0428 落花生

丸重畳店 本町 秦野市曽屋1170-3 0463-82-4978 畳製作販売

マルヤス 本町 秦野市本町1-4-13 0463-81-0377 事務用機器、学校教材、スポーツ用品

万八十 本町 秦野市本町2-1-24 0463-81-5700 和食料理（かに、ふぐ、うなぎ、日本料理）



みどりや 本町 秦野市寿町6-6 0463-81-0039 リフォーム、修理

みらい堂整体院 本町 秦野市曽屋1722-80 0463-82-2045 整体院

メガネのエドヤ 本町 秦野市栄町5-22 0463-82-0033 メガネ、補聴器、コンタクト

麺処よつかど 本町 秦野市栄町6-17 0463-45-5617 ラーメン、油そば、つけ麺、日本酒

桃太郎書房 本町 秦野市曽屋3481-1 0463-84-5564 その他小売業

ヤナギヤ フルーツ 本町 秦野市栄町6-17 0463-81-0466 果物、缶詰

山口京呉服店 本町 秦野市曽屋1-2-17 0463-81-0220 呉服

やまぐち時計店 本町 秦野市本町2-1-28 0463-81-1558 時計

山口屋米店 本町 秦野市本町1-8-2 0463-81-0755 米

山田屋陶器店 本町 秦野市元町1-2 0463-81-0469 陶磁器製品、食器

ヤマ美容室 本町 秦野市栄町9-17 0463-81-0298 美容店

遊食処 さわの 本町 秦野市本町1-8-15 0463-81-5611 和食、酒

洋品・洋装　旭屋 本町 秦野市本町1丁目9-19 0463-81-0809 婦人衣料、ジャケット、スラックス、肌着

らー麺 晄kou 本町 秦野市栄町5-16 0463-84-1335 ラーメン居酒屋

ラーメンと串焼きの店　本町商店 本町 秦野市本町1-2-2普川ビル1F 0463-68-5779 ラーメン、串揚げ、串かつ

Ｌｉｖｅ＆Music　BAR　ｇ109 本町 秦野市本町2-1-32 0463-65-0063 バー

らくらく介護ショップ十全堂 本町 秦野市本町2-5-6 0463-81-6681 介護用品

理容　イトウ 本町 秦野市栄町9-12 0463-81-1849 理容店

理容室サロン　ド　フィガロ 本町 秦野市本町3-8-1 0463-83-0856 理容店

リラクゼーションサロンcozy 本町 秦野市栄町7-10　Ｃ・ＳＴＵＤＩＯ2・202 0463-68-5401 リラクゼーション

ローソン秦野曽屋一丁目店 本町 秦野市曽屋1-5-10 0463-83-3130 コンビニ

ローソンはだの台通り店 本町 秦野市曽屋760-1 0463-75-8820 コンビニ

わかば調剤薬局幸町店 本町 秦野市幸町4-4 0463-81-0550 医薬品

わかば調剤薬局本店 本町 秦野市曽屋2-10-5 0463-84-7661 医薬品

笑食　えむ 本町 秦野市本町1-9-10 0463-81-7852 居酒屋

和田呉服店 本町 秦野市本町1-4-11 0463-81-5298 呉服

渡辺畳店 本町 秦野市曽屋1-5-23 0463-81-2068 畳工事全般

ワミレスサロン秦野Runa 本町 秦野市入船町9-3 090-2932-2942 エステティック、化粧品

ｗａｍｉｌｅｓ秦野フェイシャルサロン 本町 秦野市富士見町2-18 0463-82-7037 エステティック、化粧品

味乃大久保 北 秦野市菩提147-5 0463-75-2522 ラーメン、定食

魚作　戸川支店 北 秦野市戸川777 0463-75-3339 鮮魚

卯酉龍巳亥 北 秦野市戸川803 050-3023-7639 田舎懐石本鮪

お食事処　きおら 北 秦野市菩提106-5 0463-75-2330 和食、洋食、酒

クリーニングイイダ 戸川工場店 北 秦野市戸川12-14 0463-75-3636 クリーニング

神戸菓子店 北 秦野市菩提426 0463-75-1431 和菓子製造、菓子、飲食料品

サンドブラスト工房　和 北 秦野市戸川166 0463-71-5084 ガラス、木製品

セブン-イレブン秦野菩提店 北 秦野市菩提154-1 0463-75-1119 コンビニ

相武石油 平和橋給油所 北 秦野市戸川913 0463-75-0269 ガソリン、オイル、タイヤ、洗車

高梨茶園 北 秦野市菩提1387 0463-75-1104 日本茶（緑茶、和紅茶）

中華ひでいち 北 秦野市菩提334-11 0463-75-6050 中華食堂

徒手自然療法室SORA 北 秦野市戸川148-9 070-1460-8008 整体

Nail space GLAM 北 秦野市三屋116-3第18明智ビル202 050-1188-7480 ネイルサロン

長谷川酒店 北 秦野市戸川864 0463-75-0051 酒、食料品

秦野市農業協同組合　北支所 北 秦野市菩提354-2 0463-75-1629 農業用資材

秦野市農業協同組合　北支所給油所 北 秦野市菩提354-2 0463-75-1629 ガソリンスタンド

hair&spa Hikari no Hana 北 秦野市戸川448-1 0463-79-8112 美容店

松屋食肉部戸川支店 北 秦野市戸川777-1 0463-75-2521 精肉

やきとり昌 北 秦野市戸川97-5 090-3570-2584 やきとり、一品料理、お酒等

落花生のヤマグチ 北 秦野市横野611 0463-75-1031 落花生

レマ美容室 北 秦野市三屋70-3ヴィラK101 0463-75-2888 美容店

わさびや茶園 北 秦野市菩提908 0463-75-1571 茶（生産、製造、販売）

あべ鍼灸マッサージ院 南 秦野市南が丘3-2-1-513 070-8438-7626 鍼灸マッサージ

綾部モータース 南 秦野市今泉台3-17-9 0463-81-2020 自動車部品販売、修理



ARIETTA del gelato 南 秦野市西大竹3-8 0463-45-4592 ジェラート

ALCENTRO 南 秦野市南が丘3-1南が丘ショッピングセンター内 0463-71-5650 パスタ、ラーメン、テイクアウト

アンティーブ 南 秦野市尾尻944-1ノルデンドルフC号室 0463-81-6676 婦人服、服飾雑貨

アンドーデンキ秦野店 南 秦野市平沢558-1 0463-82-2529 家電品

居酒屋 久保田 南 秦野市大秦町1-8 0463-73-5770 居酒屋

居酒屋ささ 南 秦野市大秦町1-8すみれビルB1 0463-84-5941 焼鳥、つくね、刺身、玉子焼

出雲記念館 南 秦野市平沢1221 0463-84-1122 結婚式場、貸衣裳、写真館

イタリアントマトカフェジュニア小田急秦野駅店 南 秦野市大秦町1-1 0463-84-1356 パスタ、ピザ、ケーキ、コーヒー

一の屋　南口本店 南 秦野市尾尻932-14 0463-81-0041 和洋料理

うめの手鍼灸院 南 秦野市今泉2091-1グンジビル1F 070-6643-5906 鍼灸

えどっこずし 南 秦野市平沢1761 0463-84-3686 寿司

Nｎａｉｌｓ 南 秦野市今泉台3-17-15 090-9155-5676 ネイル、アイラッシュ

絵本と雑貨OKANOUE 南 秦野市南が丘3-1 0463-45-4269 コーヒー、紅茶、食品、雑貨

オートボデーショップNAKAO 南 秦野市今泉721 0463-83-0205 自動車整備、鈑金、自動車保険

快生堂池田薬店 南 秦野市鈴張町6-30 0463-81-4066 薬、化粧品

かしの木 南 秦野市立野台3-2-8 0463-26-8827 洋食

ガトーSHIRAHAMA 南 秦野市室町2-45 0463-83-6686 ケーキ

釜めし・串焼・うまい処　華もん 南 秦野市平沢382-5 0463-82-4194 釜めし、炭火串焼、和食

季節料理　たわわ 南 秦野市鈴張町5-16 0463-83-3936 飲食店

KIT　HAIR 南 秦野市今泉1127-1 0463-84-5554 理容店、美容店

くさやま矯正歯科＆小児歯科 南 秦野市平沢1455 0463-81-7880 矯正歯科治療

佐野十全堂薬局秦野駅前店 南 秦野市大秦町1-8 0463-83-3931 医薬品、化粧品

佐野十全堂薬局南が丘店 南 秦野市立野台1-2-5 0463-84-2233 医薬品、化粧品

シャディ　ギフトショップしみず 南 秦野市尾尻495-6 0463-83-1147 酒、タオル、食品、雑貨、ギフト

菖蒲庵 南 秦野市鈴張町2-40 0463-80-2051 餃子、焼売

白笹うどん 南 秦野市今泉1039-6 0463-83-7253 うどん、そば

新進建設　住まいる市場　くらびとショップ 南 秦野市西大竹12-1 0463-82-6700 インテリア雑貨、小物

新進建設　住まいる市場　さくらカフェ 南 秦野市西大竹12-1 0463-82-5677 軽飲食

スイーツガーデン　サクララ 南 秦野市尾尻545-1 0463-67-0324 洋菓子

寿司千松 南 秦野市鈴張町6-1 0463-83-1608 寿司

ストロベリーアミ美容室 南 秦野市今泉175 090-6110-5930 美容店

スナック　ゆうゆ 南 秦野市今川町2-15リバーサイド小泉2F 0463-83-6565 酒類、軽食

スプレッド　イーグル 南 秦野市新町6-14 0463-84-4464 洋食、カフェバー

セブン-イレブン秦野駅北口店 南 秦野市大秦町1-10神奈中ビル１F 0463-85-5231 コンビニ

セブン-イレブン秦野尾尻店 南 秦野市尾尻940-5 0463-84-6475 コンビニ

セブン-イレブン秦野工業団地前店 南 秦野市平沢264-1 0463-82-7147 コンビニ

セブン-イレブン秦野清水町店 南 秦野市清水町2-7 0463-84-2558 コンビニ

セブン-イレブン秦野西大竹店 南 秦野市西大竹288-4 0463-80-2110 コンビニ

セブン-イレブン秦野平沢北店 南 秦野市平沢455-2 0463-84-4536 コンビニ

Tａｍａｙｕｒａ 南 秦野市南が丘3-1 0463-75-9145 植物、生活雑貨、アート作品

タンタン麺とからあげのジェイタン 南 秦野市大秦町1-8すみれビル1F 0463-20-9506 ラーメン、酒

チャイナガーデン 南 秦野市平沢496-1 0463-82-0266 中華料理

中国料理　北京館 南 秦野市鈴張町2-35 0463-82-4801 中華料理

つけ蕎麦丁子家 南 秦野市平沢503-1 0463-74-5017 そば、うどん、どんぶり、宅配

ＴＩＮＴ　ＨＯＵＳＥ 南 秦野市緑町1-27 0463-83-3005 カーフィルム施工、コーティング

手打そば  砂場 南 秦野市新町2-30 0463-82-5715 そば、うどん

手打そば 良庵 南 秦野市平沢1360-8 0463-84-0828 そば

手焼き煎餅　岐阜屋 南 秦野市平沢765-4 0463-84-4749 煎餅、季節菓子

テルル秦野店 南 秦野市大秦町1-7 0463-74-5025 ケータイ、スマホショップ

天然酵母の店　ひなこパン 南 秦野市南が丘3-1 0463-81-8118 パン

Ｔｏｋｉｗａ 南 秦野市尾尻939-8コーポ村上104 0463-86-6086 美容店

飛附屋 南 秦野市今川町5-9 0463-81-0474 酒、ワイン

ともしびショップ「ま木」 南 秦野市緑町16-3 0463-84-1188 飲食店



トラットリアフーコ 南 秦野市平沢2549-14 0463-83-2887 イタリア料理

農産物直売所はだのじばさんず 南 秦野市平沢477 0463-81-7707 青果、花卉、精肉等

Ｐａｒｋ Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ一の屋 南 秦野市平沢2550-1 0463-84-0900 和洋料理

バーンタイ台所 南 秦野市尾尻939-8 0463-73-6219 タイラーメン、タイ料理

秦野交通 南 秦野市平沢1-1 0463-81-6725 タクシー業、貸切バス業

秦野市農業協同組合　経済課 南 秦野市平沢477 0463-81-7710 食品、日用品

秦野市農業協同組合　JAグリーンはだの 南 秦野市平沢477 0463-81-7719 農業用資材

秦野市農業協同組合　農機センター 南 秦野市平沢477 0463-81-8394 農業用機械

秦野市農業協同組合　本所経済課旅行係 南 秦野市平沢477 0463-81-7717 旅行関係

秦野市農業協同組合　南支所 南 秦野市今泉564-7 0463-81-0268 農業用資材

秦野名産センター 南 秦野市大秦町1-1　マルシェ１F 0463-83-6477 秦野のおみやげの販売

パティスリーマロン 南 秦野市今泉1270-1 0463-86-7160 洋菓子

ぱれっと 南 秦野市大秦町1-10秦野アルファビル1F 0463-84-1739 婦人服と小物

PANDOLA美容室 秦野駅前店 南 秦野市今川町1-5藤和ハイタウン2F 0463-82-8207 美容店

パンのくま小屋 南 秦野市今泉323-11-102 0463-83-3469 パン

PCサテライトCOMBOX店 南 秦野市鈴張町5-30 0463-51-6355 携帯電話

Ｂｉｏ食堂 南 秦野市尾尻932-3 0463-79-9801 オーガニックレストラン

ビューティーサロン　和美 南 秦野市尾尻938-17 0463-81-3383 美容店

美容室ラ・スール 南 秦野市室町4-1 0463-82-4472 美容店

Faveur 南 秦野市大秦町1-45 0800-805-2223 ハウスクリーニング

ファミリーマート秦野ひらさわ店 南 秦野市平沢294-2 0463-81-5944 コンビニ

藤屋酒店 南 秦野市今川町2-12 0463-81-0718 ワイン、地酒、焼酎、他

flamingo 南 秦野市平沢170-18 整体、リラクゼーション

ふれ愛サロン 南 秦野市緑町15-28 0463-81-5445 化粧品、エステ

ふれあい整骨院 南 秦野市尾尻939-8 0463-84-1551 接骨整骨院

Hａｉｒ　space　will 南 秦野市平沢429-8 0463-81-7759 美容店

ヘアサロンおかこい 南 秦野市緑町15-18 0463-81-3091 理容店

ヘアメイクリボン平沢店 南 秦野市平沢1761-1 0463-85-3455 美容店

ベーカリーサンパシー 南 秦野市尾尻939-13 0463-84-6035 パン

ベラドンナ・バランスケア 南 秦野市立野台3-20-3ベレーザ102 090-4531-9790 産後ケア、整体

芳甘菓豆芳平沢本店 南 秦野市平沢726-1 0463-84-5110 落花生菓子

村山藤吉商店 南 秦野市鈴張町6-34 0463-81-2277 青果

メナードフェイシャルサロン秦野南が丘 南 秦野市南が丘3-1-5 0463-68-1277 化粧品

麵屋 哲 南 秦野市平沢430 0463-51-6330 ラーメン

持田車体工業 南 秦野市平沢536-6 0463-82-4107 修理、自動車用品

焼肉みーや 南 秦野市大秦町2-3 0463-83-0029 焼肉

薬草魔女のテラピーガーデン 南 秦野市緑町15-23 0463-65-0188 アロマテラピー、ハーブ

山口礦油店　出光秦野SS 南 秦野市清水町7-8 0463-81-0557 ガソリン、軽油、灯油など

らーめん　とんちんかん 南 秦野市平沢289-2 0463-83-5393 ラーメン、チャーハン、ギョウザ

ラーメンおじ屋ひさし 南 秦野市尾尻939-8コーポ村上106 0463-68-9920 ラーメン

ラクラク治療院 南 秦野市平沢1324-16 0463-83-0005 鍼灸マッサージ

L’ATELIER　de　巣邸樹 南 秦野市今泉台3-17-23 0463-81-0417 フランス料理、レストラン

ローソン秦野鈴張町店 南 秦野市鈴張町5-30 0463-73-8225 コンビニ

ローソン秦野西大竹店 南 秦野市西大竹4-1 0463-83-1819 コンビニ

和いず亭 南 秦野市尾尻939-8ｺｰﾎﾟ村上102 0463-59-9014 居酒屋

和菓子　八雲庵 南 秦野市平沢1268-1 0463-84-3284 和菓子

和菓子びより 南 秦野市平沢348-7 0463-83-7319 和菓子、生菓子、焼き菓子

わかば調剤薬局南口店 南 秦野市尾尻940-5 0463-84-7681 医薬品

渡部モーター 南 秦野市清水町1-19 0463-82-0335 自動車

和風レストラン志津加 南 秦野市平沢826 0463-82-2319 和食

ワミレスサロン秦野南　綺輝～４Ｃ～ 南 秦野市尾尻181-1 マンションアルカディア201 0463-20-8729 フェイシャル、化粧品

愛鶴タクシー 東 秦野市名古木407-3 0570-01-1190 タクシー

オフィスベース 東 秦野市名古木797-1 0463-45-0281 パソコン修理、販売など



割烹　大喜 東 秦野市名古木411 0463-82-7105 和食全般

カラオケスタジオMAX 東 秦野市名古木384-1 0463-82-0151 カラオケボックス、軽食、宴会

川口テレビ商会本店 東 秦野市寺山171-3 0463-81-2318 家電販売店

小泉電気 東 秦野市寺山434 0463-85-1189 家電販売店

杉本ホンダ 東 秦野市名古木148-3 0463-81-6771 オートバイ販売、修理

須山モーターサービス 東 秦野市名古木15 0463-81-0274 自動車販売、車検点検、鈑金塗装修理

関野食肉店 東 秦野市名古木32-5 0463-82-0200 精肉、青果

セブン-イレブン秦野落合北店 東 秦野市落合8-1 0463-80-3325 コンビニ

セブン-イレブン秦野名古木店 東 秦野市名古木443-6 0463-82-1435 コンビニ

竹内塗装店 東 秦野市名古木149-6 0463-81-4532 リフォーム全般

丹沢大山五右衛門 東 秦野市名古木69-12 0463-80-3838 豆腐、生ゆば

手打ちそば　石庄庵 東 秦野市寺山1580 0463-82-1222 手打ちそば、懐石料理

どさん子大将秦野店 東 秦野市名古木384-1 0463-82-0151 ラーメン、定食、ぎょうざ

中村水産 東 秦野市名古木32 0463-82-7063 鮮魚

肉のナカムラ 東 秦野市西田原218-1 0463-82-4147 精肉販売

ハートフルカントリー 東 秦野市名古木109-2 0463-84-7499 インテリア雑貨

ハシグチアレンジメンツ 東 秦野市寺山180-1 0463-83-3564 フラワーデザイン教室

秦野市農業協同組合　東給油所 東 秦野市寺山1-1 0463-84-7001 ガソリンスタンド

秦野市農業協同組合　東支所購買店舗 東 秦野市寺山1-1 0463-81-2549 農業用資材

春木屋生花店 マックスバリュ東田原店 東 秦野市東田原96-1 0463-84-4587 花、鉢物、観葉植物

Hair Salon YOUNG西田原店 東 秦野市西田原135-11 0463-82-0830 理容店

ヘアサロンヤング３４ 東 秦野市西田原157-2 0463-81-0904 理容店

まごころ弁当　秦野店 東 秦野市名古木384-1　カラオケMAX内 0463-82-5577 高齢者向け宅配弁当

まるきパン 東 秦野市東田原171-1 070-2438-1770 パン

焼肉　びんびん 東 秦野市西田原218-1 0463-81-2256 飲食店

ヤビツ峠レストハウス 東 秦野市寺山1728‐1 0463-73-5688 カレー、コーヒー、クロモジ茶

山岸畳店 東 秦野市寺山171-4 0463-81-0483 表替、裏返し、新畳

レストラン　フロイデ 東 秦野市名古木16-2 0463-81-3674 レストラン、カラオケ

和田ストアー 東 秦野市東田原455 0463-84-7286 弁当、惣菜、タバコ、酒、野菜、食料品各種

アオヤギ住設・家電 鶴巻 秦野市鶴巻南4-21-33 0463-78-1515 家電品、住宅設備品販売、工事

アクア薬局 鶴巻 秦野市鶴巻北2-2-1ライオンズマンション鶴巻温泉106 0463-86-6297 医薬品

アンドリアン洋菓子店 鶴巻 秦野市鶴巻北2-2-1-104 0463-78-7466 ケーキ

居酒屋 楽 鶴巻 秦野市鶴巻北2-4-1 0463-77-0660 居酒屋

石田接骨院 鶴巻 秦野市鶴巻南4-25-47 0463-73-6681 接骨院

一の屋　鶴寿庵 鶴巻 秦野市鶴巻北3-1-2弘法の里湯内 0463-59-9288 そば、和食

おおね公園　売店 鶴巻 秦野市鶴巻940 0463-77-5611 スポーツグッズ、食品飲料、青果

おみやげ処やまなみ 鶴巻 秦野市鶴巻北3-1-2 0463-77-1576 お土産、地場野菜、酒、食品飲料

音楽酒場TRY 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-9-2F 0463-77-3110 酒、食べ物、おつまみ

髪切屋 中根本店 鶴巻 秦野市鶴巻南4-19-31 0463-77-3677 理容店

カラオケ飲み処ぽんぽん 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-10 0463-75-9666 カラオケ、居酒屋

串や　いち 鶴巻 秦野市鶴巻北1-4-6 0463-78-1708 焼き鳥

五郎兵衛 鶴巻 秦野市鶴巻南4-2-1 0463-78-3343 居酒屋

サマーシティ 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-10 0463-45-5716 カフェ

重雄美容室 鶴巻 秦野市鶴巻南4-24-16 0463-77-6620 美容店

食パン専門店Hibi Pan　Bakery&Cafe 鶴巻 秦野市鶴巻南2-10-19 0463-79-6167 食パン

寿司・割烹　鶴生館 鶴巻 秦野市鶴巻南4-5-20 0463-77-1056 寿司、天ぷら、日本料理、仕出し

整体院 翔舞 鶴巻 秦野市鶴巻北2-7-10和田ハイツ202 080-1175-7591 整体

関野栄治商店 鶴巻 秦野市鶴巻南2-5-5 0463-77-1967 ガソリン、灯油、米

セブン-イレブン秦野鶴巻南2丁目店 鶴巻 秦野市鶴巻南2-11-6 0463-76-5177 コンビニ

セブン-イレブン秦野鶴巻南4丁目店 鶴巻 秦野市鶴巻南4-6-5 0463-77-0701 コンビニ

ダイニングS 鶴巻 秦野市鶴巻北1-3-5 0463-80-7770 酒、馬刺し

匠肢　Ｒｕｉｍｔｅ 鶴巻 秦野市鶴巻1413-8ＳＴユザワ101 0463-86-6606 整体院

田代庵 鶴巻 秦野市鶴巻北2-11-30 0463-78-1244 そば、うどん、小料理



治療院ひだまり 鶴巻 秦野市鶴巻南1-6-4 0463-77-7800 鍼灸マッサージ

つる寿し 鶴巻 秦野市鶴巻北1-18-21 0463-77-1035 すし、刺身、一品料理など

鶴巻温泉　元湯　陣屋 鶴巻 秦野市鶴巻北2-8-24 0463-77-1300 会席料理、日帰り温泉

鶴巻生花 鶴巻 秦野市鶴巻南1-2-8 0463-77-5187 生花、鉢

つるまき花環センター 鶴巻 秦野市鶴巻南3-2-30 0463-77-3330 生花、花束、アレンジフラワー

鶴巻プロパン 鶴巻 秦野市鶴巻南2-5-5 0463-77-1967 プロパンガス、器具販売

手打そば　信玄 鶴巻 秦野市鶴巻南2-11-2 0463-78-3353 そば

トラットリア：ピノーロ 鶴巻 秦野市鶴巻1900-10 0463-78-7897 イタリア料理

とり豚　串焼酒場 鶴巻 秦野市鶴巻南1-19-40 0463-77-7222 焼鳥、もつ煮、ホッピー、焼酎、大衆酒場

とんかつ　かつはな 鶴巻 秦野市鶴巻南1-33-11 0463-77-6133 とんかつ

売店　延命くん 鶴巻 秦野市鶴巻南1-1-6エターナル鶴巻101 0463-78-2550 お土産、地場野菜、酒、食料品

秦野市農業協同組合　鶴巻支店 鶴巻 秦野市鶴巻南4-18-35 0463-77-0840 食品、日用品

パリの朝市 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-37コーポ鶴巻104 0463-78-3383 エステ、化粧品、ギフト、小物販売

ふぁいん鍼灸接骨院 鶴巻 秦野市鶴巻南4-3-8 0463-76-6377 接骨院

ファミリーマート秦野鶴巻店 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-34 0463-69-5180 コンビニ

Ｂｕｌａｎ　Ｍａｔｉ 鶴巻 秦野市鶴巻南4-4-6-1F 0463-74-4056 美容店

フルール 鶴巻 秦野市鶴巻北2-4-1 0463-77-4322 酒、食事

フローリスト花の都　宝 鶴巻 秦野市鶴巻北2-5-1山本ビル1階 0463-73-7878 生花、切花、鉢物、苗物など

芳甘菓豆芳鶴巻店 鶴巻 秦野市鶴巻北2-2-1-103 0463-78-3382 落花生菓子

大和旅館 鶴巻 秦野市鶴巻北2-7-7 0463-77-1222 温泉、和食、旅館

リカ―＆フードショップたかはし 鶴巻 秦野市鶴巻北3-2-2 0463-77-8007 酒、たばこ、洗剤類、灯油、食品

アトリエ　セレーノ 大根 秦野市南矢名3-18-20 0463-76-5705 美容室、ネイル、リラク

居酒屋 一献 大根 秦野市南矢名1-15-20 0463-69-1130 居酒屋、酒

居酒やきとり呑喜 大根 秦野市南矢名2123-1　オレンジハイツ今井1階D号 0463-86-6163 居酒屋、やきとり

いずみストアー 大根 秦野市南矢名5-5-12 0463-78-0130 青果、惣菜、鮮魚、精肉

大江ふとん店 大根 秦野市南矢名1-4-9 0463-77-7551 寝具

大根デンキ 大根 秦野市南矢名1-15-8 0463-77-2243 電気製品販売及び修理

おそうじ本舗秦野大槻店 大根 秦野市下大槻98-8 090-9307-4927 ハウスクリーニング

温弁当の丁字屋 大根 秦野市南矢名3-18-7 0463-78-1251 弁当

お弁当　呑喜 大根 秦野市北矢名1309-1　ハレクラニ１F 0463-79-8984 お弁当

カットハウス　ジャック 大根 秦野市南矢名1-11-11 0463-77-8298 理容店

かのうせいカイロプラクティック 大根 秦野市南矢名708-7 0463-71-5629 カイロプラクティック

くさのファッションクリーニング 大根 秦野市南矢名1-5-10 0463-77-7272 クリーニング

靴のタケモト　グルメシティ大根店 大根 秦野市南矢名2-5-20 0463-78-7265 靴、靴修理、合鍵

化粧品・エステいいだ 大根 秦野市南矢名1-13-13 0463-77-2058 化粧品、ソニックエステ

剣友楽 大根 秦野市南矢名2-6-32メゾンドﾋﾞﾙ1Ｆ 0463-78-3830 居酒屋

招楽 大根 秦野市南矢名2-3-20 グラードマンション１F 0463-79-8223 定食居酒屋

Silly Puffin Tea Stand 大根 秦野市南矢名2-11-5 A号室 0463-45-5328 ドリンク、軽食

ジンジャーとピクルズや 大根 秦野市南矢名2302-9 0463-78-0989 オーガニックフード、コーヒー

杉山ホンダ 東海大学駅前店 大根 秦野市南矢名2-26-5 0463-77-7619 オートバイ販売、修理、車検

生鮮ショップ　旬 大根 秦野市南矢名1-4-3 0463-77-2302 精肉、青果、鮮魚

セブン-イレブン秦野南矢名店 大根 秦野市南矢名2125-3 0463-78-1478 コンビニ

セブン-イレブン秦野南矢名南店 大根 秦野市南矢名435-1 0463-78-2517 コンビニ

園田畳店 大根 秦野市下大槻754-3 0463-78-8070 畳店、タタミ、ふすま、障子

タケメガネ東海大駅前店 大根 秦野市南矢名1-17-6 0463-76-4324 メガネ、コンタクトレンズ

丹沢鍼灸治療院 大根 秦野市北矢名37 0463-57-7798 マッサージ、鍼灸

Cheese bar #Vae. 大根 秦野市北矢名1309-1　ハレクラニ1F 0463-79-8984 チーズバー

津軽うまいもの処じょんがら 大根 秦野市南矢名2-5-15-2F陸王建設不動産 0463-76-1022 郷土料理、珍味、青森地酒

T.I.classic東海大前店 大根 秦野市南矢名551 0463-77-8711 美容店

中澤畳店 大根 秦野市南矢名1-7-12 0463-77-0074 畳、襖、障子、アミド

秦野市農業協同組合　大根支所 大根 秦野市南矢名3-15-1 0463-77-1660 農業用資材

秦野市農業協同組合　大根支所給油所 大根 秦野市南矢名3-15-1 0463-77-1660 ガソリンスタンド

原書店 大根 秦野市下大槻220-5 0463-77-3275 本、文具



パルフェ　ムン 大根 秦野市南矢名2-6-32メゾンドﾋﾞﾙ2Ｆ 0463-77-0242 洋食、定食、ピザ、お酒、ケーキ

パンの店　こなや 大根 秦野市南矢名1-11-11コーポかきみ1Ｆ 0463-76-8388 パン

Ｈｉｐ-Sound 大根 秦野市南矢名1-18-24 0463-73-8486 楽器販売、ギター修理、音楽教室

Pure Eyelash 大根 秦野市南矢名1-2-1産興クリニックビル 0463-78-9701 まつ毛エクステサロン

美容室カットアンドカール東海大店 大根 秦野市南矢名1-14-20東海第一ビル3Ｆ 0463-78-0875 美容店

ファミリーマート東海大学駅前店 大根 秦野市南矢名1-13-15 0463-69-1225 コンビニ

ブティック　トマト 大根 秦野市南矢名1-14-8 0463-78-2040 婦人服、ＢＡＧ、雑貨

フルール　花もと 大根 秦野市南矢名1-14-12 0463-77-6663 生花、鉢植、観葉植物、生花店

フレッシュフーズ片野 大根 秦野市南矢名1-2-5 0463-77-1026 青果、惣菜、酒等

ｈａｉｒ＆ｆａｃｅ　Ｂｅｖｅｒｌｙ 大根 秦野市南矢名1-14-12-２F 0463-78-3801 美容店

ヘアーサロン　エボシ 大根 秦野市北矢名33 0463-78-9783 理容店

ヘアーサロンKOSAWA/美容室コサワ 大根 秦野市南矢名1-4-1フェリーチェK 0463-77-1161 理容店、美容店

ヘアライヴ　ぷぺ 大根 秦野市南矢名2-6-1 0463-78-1383 美容店

眼鏡専門店　アイポイント 大根 秦野市南矢名1-4-6タイラビル1F 0463-69-3138 メガネ、補聴器

もみかる秦野東海大学前店 大根 秦野市南矢名3-18-20 0463-79-6363 リラクゼーション

焼肉　たいざん 大根 秦野市南矢名1-15-21-1Ｆ 0463-76-1129 焼肉

やながわクリーニング店 大根 秦野市南矢名1-2-2 0463-77-0007 クリーニング

ラーメン頂 大根 秦野市南矢名2123-1 080-4665-5858 ラーメン

リアルフード・ドットジェイピー 大根 秦野市北矢名52-5 0463-72-8895 はちみつ

リサイクルショップＧＡＩＡ 大根 秦野市南矢名1-3-7 0463-76-6000 家具、家電、ゲーム、自然食品

理容　イシダ 大根 秦野市南矢名3-15-9 0463-77-1406 理容店

ルヴェランス 大根 秦野市南矢名2-19-4 090-5404-1136 喫茶店、コーヒー、ケーキ、ピラフ

ROUTE 大根 秦野市南矢名1-16-40 0463-77-1996 飲食店

ローソン・スリーエフ東海大学駅前本店 大根 秦野市南矢名1-14-1 0463-77-2147 コンビニ

ローソンストア100秦野南矢名店 大根 秦野市南矢名689-1 0463-69-5022 コンビニ

和田家 大根 秦野市南矢名1-16-40大根ビル1F 0463-79-1610 立ち飲み処

アールエスホーネット 西 秦野市柳町1-3-15米山ビル２Ｆ 0463-88-1835 パソコン修理

アイコウ事業部秦野工房ジョージーズ茶屋 西 秦野市柳町2-8-9 0463-79-6327 テント、看板、生ビール、青果、健康食品

味処・酒処　照 西 秦野市柳町1-5-6　101号 0463-87-8087 酒、和食料理

ａｗａ. 西 秦野市堀川177-1 070-1398-1771 美容店

いいだ鍼灸マッサージ渋沢店 西 秦野市若松町5-6-10 050-7582-4939 鍼灸マッサージ

居酒屋 嘉門 西 秦野市曲松1-2-18 0463-87-0045 居酒屋

居酒屋　津軽 西 秦野市柳町2-4-6 080-6523-9910 居酒屋

居酒屋　海な灯 西 秦野市曲松1-3-11 0463-68-2313 酒、刺身、創作料理、季節料理

居酒屋 結 西 秦野市柳町1-1-1 090-8509-0812 居酒屋

イナ美容室 西 秦野市曲松1-3-11 0463-88-1828 美容店

魚角 西 秦野市曲松1-4-32 0463-88-0016 鮮魚

魚茂 西 秦野市柳町1丁目7-17 0463-88-2175 鮮魚、塩干物、練物

魚春 西 秦野市堀山下730 0463-88-0034 鮮魚

宇佐美精肉店 西 秦野市沼代新町5-39 0463-88-0740 精肉、惣菜

越後屋 西 秦野市堀西1125-3 0463-88-0158 酒、食品、飲料

エルシイ 西 秦野市曲松2-4-28 0463-72-8711 リフォーム、ペット

欧風料理レストラン　タカノ 西 秦野市柳町2-3-1 0463-87-1348 西洋料理

おおつ写真・CD店 西 秦野市柳町1-6-5 0463-88-0427 写真、撮影、CD、カラオケ

海鮮丼Vinegar 西 秦野市堀西37-1 0463-87-9023 海鮮丼

片倉商店 西 秦野市堀川10-35 0463-88-4132 酒

カット　イン　ポップ 西 秦野市渋沢1234　中央商事ビル2F 0463-82-3037 美容店

カトウ文具 西 秦野市柳町2-4-1 0463-88-1017 文具、事務用品、什器

金井酒造店 西 秦野市堀山下182-1 0463-88-7521 酒

Cafe de COCO／サウンド　エム 西 秦野市曲松1-2-1 0463-73-7070 カフェ

かみむら酒店 西 秦野市曲松1-1-13 0463-88-0017 酒、食料品、クリーニング取次

カラオケスナック　二輪草 西 秦野市柳町2-7-25 0463-87-8739 酒・料理

かんぱち鮨 西 秦野市渋沢1-12-29 0463-88-5304 鮨



神原薬局渋沢店 西 秦野市柳町1-22-5 0463-87-8811 調剤薬局、医薬品、化粧品

漢方薬局　自然館 西 秦野市堀西16伊東ビル1F 0463-87-7672 漢方薬、健康食品、雑貨

喜今日屋 西 秦野市堀西89-3 090-2415-3140 ラーメン、ギョウザ

ｋｉｋｓ　ｋａｆｆｅ 西 秦野市萩が丘1-4スタープラザ1Ｆ 0463-88-6116 カフェ

キシ商会 西 秦野市萩が丘1-2 0463-88-0050 時計、メガネ、宝飾

キタムラ 西 秦野市曲松1-3-14 0463-88-2436 ＬＰガス、水道工事、リフォーム

喫茶ドリアン 西 秦野市曲松1-1-4 0463-88-7579 喫茶店、甘味、軽食

喜旬 西 秦野市堀西26-1 0463-71-6904 和食料理

KITCHEN　T 西 秦野市松原町4-11パインフィールド246 0463-88-9792 洋食

魚菜真 西 秦野市曲松1-3-14 090-8434-9258 割烹料理

銀八鮨　春日町出前センター 西 秦野市春日町6-4 0463-88-2220 寿司和食

銀八鮨　渋沢駅前店 西 秦野市柳町1-1-11 0463-87-1870 寿司和食

銀八鮨　本店 西 秦野市堀川30 0463-89-3232 寿司和食

串焼　釜めし　はなむら 西 秦野市柳町1-13-3　メイビル1F 0463-87-8228 串焼釜めし

串焼きと地酒　ふかつ 西 秦野市柳町1-16-23エミネンスビル1Ｆ 0463-87-0626 鮮魚、串焼、酒

薬のナカニシ 西 秦野市曲松1-1-2 0463-88-1632 医薬品、健康食品

GLAD BUNNYS 西 秦野市曲松1-1-3 Yスクエアビル２F 0463-71-5936 洋食

くりあっぷ治療室 西 秦野市柳町1-6-7 0463-86-0030 はり、きゅう、マッサージ

クリーニング アイアイ 西 秦野市堀川818-6 0463-88-0336 クリーニング

クリーニングイイダ くろがねや店 西 秦野市堀川655-2 0463-87-1216 クリーニング

クリーニングイイダ 渋沢南口店 西 秦野市曲松1-3-11 0463-88-6923 クリーニング

クリーニングイイダ 本店 西 秦野市春日町7-24 0463-88-1600 クリーニング

クリーニングイイダ マックスバリュ秦野渋沢店 西 秦野市堀川119 0463-87-5289 クリーニング

クリーニングイイダ柳町店 西 秦野市柳町2-4-5 0463-87-1042 クリーニング

クリーニングきりやま 西 秦野市柳町1-10-30 0463-88-0370 クリーニング

廣州飯店 西 秦野市弥生町7-5 0463-88-3938 中華料理

こせき仕出しｾﾝﾀｰ 西 秦野市堀山下645 0463-88-4548 仕出し料理

古関落花生店 西 秦野市堀山下666 0463-88-0051 落花生、豆菓子

肴の酒　ろばたや 西 秦野市曲松1-3-14 0463-88-1977 居酒屋

嵯峨野 西 秦野市千村5-1-1 0463-87-5300 和食、洋食、コース料理

相模きもの・さがみ 西 秦野市柳町2-4-1 0463-87-2704 婦人洋品、呉服、宝飾品他

佐野十全堂薬局渋沢駅前店 西 秦野市曲松1-4-39 0463-87-9331 医薬品、化粧品

SABAI　DAY　タイ古式 西 秦野市曲松1-2-18 080-4200-5806 タイ古式、ボディケア

サロン ド リカ 西 秦野市曲松2-7-5 0463-88-2770 マツエクサロン

JAはだの特産センター渋沢店 西 秦野市柳町1-14-2 0463-87-8835 青果、鮮魚、精肉、花卉、食品類

渋沢酒店 西 秦野市渋沢2-14-12 0463-88-1026 自然酒、自然食品

渋沢百貨店 西 秦野市曲松1-1-8 0463-88-2111 西川健康寝具、カーテン、カーペット

しぶさわ薬局　寧静針灸院 西 秦野市渋沢2-17-1 0463-88-1706 漢方薬、サプリメント、針灸治療

Jasana Asian Dining&Bar 西 秦野市堀川93-1 0463-87-7930 アジアン料理

シャディ サラダ館 秦野曲松店 西 秦野市曲松2-1-36 0463-88-0065 ギフト

シャトレーゼ渋沢店 西 秦野市堀川130 0463-87-4649 和洋菓子、アイスクリーム

cheval ailé 西 秦野市曲松1-2-19 1F Kビル 0463-87-8075 酸素BOX、水素吸引、脊椎ケア

シューズショップ　キララ 西 秦野市柳町1-1-16ジャスト１ﾋﾞﾙ１Ｆ 0463-88-2660 靴、バッグ、靴修理

旬彩厨房　太たに 西 秦野市松原町1-22 0463-88-3330 和食

杉山ホンダ 西 秦野市柳町1-16-12 0463-88-0276 オートバイ販売、修理、車検

スクールショップISHII 西 秦野市柳町1-3-23 0463-87-0770 スクール衣料

鮨市場　春 西 秦野市堀山下730 0463-87-0191 飲食店

寿司 割烹 こせき 西 秦野市堀西964-12 0463-87-7550 寿司、和食

ステーキダイニング　プルミエ 西 秦野市松原町3-46 0463-88-7620 足柄牛ステーキ

スナック　YAMA 西 秦野市曲松2-7-31 0463-87-3618 酒、軽食

ＳｐｉｒｉｔｕＳ＜スピリタス＞ 西 秦野市曲松1-2-1ＬＩＢＲＥ102 0463-73-6986 飲食店



炭火焼肉　西遊記 西 秦野市柳町1-10-18 0463-73-5088 焼肉、酒

製造元直売所手打ち十割そば処丹沢そば本店 西 秦野市堀川541-3 0463-87-7677 そば、うどん

整体・ボディケア　リラクル 西 秦野市曲松1-4-1 0463-89-5553 整体、マッサージ

セブン-イレブン秦野渋沢店 西 秦野市萩ケ丘1-7 0463-88-1763 コンビニ

セブン-イレブン秦野渋沢2丁目店 西 秦野市渋沢2-11-5 0463-88-7732 コンビニ

セブン-イレブン秦野菖蒲店 西 秦野市菖蒲58-2 0463-88-1377 コンビニ

セブン-イレブン秦野菖蒲東店 西 秦野市菖蒲1138-2 0463-89-3335 コンビニ

セブン-イレブン秦野文化会館通り店 西 秦野市堀西12-1 0463-87-7011 コンビニ

セブン-イレブン秦野堀西店 西 秦野市堀西909 0463-89-3739 コンビニ

セブン-イレブン秦野堀山下店 西 秦野市堀山下631 0463-88-4188 コンビニ

ｔｉｅｓ　Ｃａｆｅ 西 秦野市柳町1-13-16　関野ビル８　１F 0463-73-7443 カフェ、バー

ties SHIBUSAWA 西 秦野市柳町1-13-16関野ビルⅤⅢ-1F 0463-73-7442 カット、カラー、パーマ、ストレート、まつエク、まつP

タイム２１ 西 秦野市堀川820-3 0463-88-5521 ハガキ、名刺、カード、一般印刷

髙岡鍼灸マッサージ院 西 秦野市渋沢2-3-18 0463-88-6868 鍼灸マッサージ

チャーム＆クラフトベル 西 秦野市柳町1-3-18 0463-88-1028 化粧品、和裁、洋裁、手芸用品

中華料理 橙 西 秦野市柳町1-13-3 メイビル 0463-51-6877 中華料理

手打そば　くりはら 西 秦野市渋沢2098 0463-88-1070 そば、食品

手打そば　さか間 西 秦野市堀山下1291-4 0463-89-2533 そば、うどん

てっパンはだの桜みち店 西 秦野市堀山下341-5 0463-88-1717 食パン、調理パン、菓子パン

Total Body Labo MONDARO 西 秦野市柳町1-16-23エミネンスビル201 0463-79-9712 整体、美容鍼、小顔矯正

とき乃や 西 秦野市曲松2-5-2 0463-88-1273 ラーメン、定食ほか

時代輪屋渋沢店 西 秦野市松原町3-48ハイツしののめ 0463-88-5688 焼肉、ホルモン、酒

TRATTORIA PATRIOTA 西 秦野市曲松2-1-38 0463-79-9929 イタリアン

鶏笑くりちゃん本舗 西 秦野市曲松1-2-17 0463-87-5321 からあげ居酒屋

ナカニシ薬局　駅前店 西 秦野市曲松1-4-12 0463-87-4962 医薬品、健康食品、雑貨

なかや精肉店 西 秦野市曲松2-5-3 0463-88-7680 精肉、やきとり、コロッケ、メンチ

菜菜彩 西 秦野市曲松1-2-15AYA1F 0463-87-3731 野菜料理、生鮮野菜

肉の松屋 西 秦野市曲松1-4-36 0463-88-0205 精肉、惣菜

肉のミツワ 西 秦野市渋沢2-6-3 0463-88-7786 精肉

肉の山本 西 秦野市並木町3-19 0463-88-0529 精肉、惣菜、お焼きとん漬など

西秦野製畳 西 秦野市弥生町2-13 0463-88-0136 畳

日本電化 西 秦野市渋沢1408-1 0463-89-0707 電化製品販売、修理

橋本酒店 西 秦野市曲松2-1-36 0463-88-0065 酒、米、食品、食品・洗剤・繊維・陶器ギフト

秦野市農業協同組合　上支所 西 秦野市菖蒲1393-1 0463-88-0007 農業用資材

秦野市農業協同組合　上支所給油所 西 秦野市菖蒲1393-1 0463-88-0007 ガソリンスタンド

秦野市農業協同組合　西給油所 西 秦野市並木町1-33 0463-87-7261 ガソリンスタンド

秦野市農業協同組合　西支所 西 秦野市並木町1-33 0463-88-0004 農業用資材

パティスリークラベリーナ 西 秦野市曲松2-7-4 0463-59-9888 スイーツ

美容室フェアリー 西 秦野市柳町1-21-1 栗原ビルA号1F 0463-88-5905 美容店

美容室Black Tree 西 秦野市春日町5-5　KSビル1階 0463-72-8838 美容店

美容室Heima 西 秦野市並木町1-39 0463-74-5357 美容店

美容室ポリッシュ 西 秦野市柳町1-10-3 0463-87-6171 美容店

fabio Caffe＆bar 西 秦野市曲松1-3-8 0463-74-4401 タイ料理、イタリアンサンド

ファミリーマート渋沢南店 西 秦野市曲松1-4-13 0463-89-3706 コンビニ

冨士クリーニング 西 秦野市春日町5-7 0463-88-0253 クリーニング

ブックキングダム 西 秦野市曲松1-1-11　Rハウス1階 0463-86-6171 古書、古本

フランドール北口店 西 秦野市柳町1-22-5 0463-87-4388 ケーキ、焼菓子

フランドール本店 西 秦野市堀西7-3 0463-87-2250 ケーキ、焼菓子



フルーツショップ ナカムラ 西 秦野市曲松1-4-33 0463-88-2176 青果

ふるーるあん 西 秦野市柳町1-22-1 0463-87-8787 生花店

フローリストホワイト 西 秦野市堀川119-1 0463-87-3709 生花、花鉢、シャボンフラワー、プリザーブドフラワー

ヘアーサロン・タキ 西 秦野市堀山下632-6 0463-87-6100 理容店、カット、パーマ、カラー

ヘアーサロン　ナガヤマ 西 秦野市沼代新町6-19 0463-88-5302 理容店

ヘアーズ良夢 イン ワンダーランド 西 秦野市柳町2-7-25 0463-87-3040 美容店

米国式整体院ワンレスト渋沢店 西 秦野市春日町5-7-4 0463-87-5050 リラク、エステ、マツエク

弁当 惣菜 こせき 西 秦野市堀西962-9 080-7822-8600 弁当、惣菜

ほりかわ珈琲店 西 秦野市堀川93-1ノイエサトウA101 0463-45-5292 カフェレストラン

舞網工房マイアミクラフト 西 秦野市柳町2-8-21 0463-87-0210 釣り道具、釣り竿一般

牧嶋二平商店　本店 西 秦野市柳町1-17-1 0463-88-0018 落花生加工販売、豆菓子、梅干等

豆はな 西 秦野市曲松2-2-12 0463-88-2239 落花生、豆菓子、甘納豆

みうら印刷 西 秦野市堀川553-2 0463-88-2357 印刷

みどり書店 西 秦野市曲松1-4-34 0463-88-0162 書籍文房具小売店

無煙炭火焼肉　穂 西 秦野市柳町1-2-19冨山ビル2階 0463-87-7704 ヤキニク

村田操治療院 西 秦野市曲松2-3-15 0463-88-0338 鍼、灸、マッサージ

村田薬局 西 秦野市曲松1-2-17 0463-88-5791 化粧品、介護用品

メガネハウス　ジャパン 西 秦野市曲松2-5-6 0463-87-5350 メガネ、補聴器、メガネ雑貨

メナードフェイシャルサロン　リゾンフェルジョイン 西 秦野市堀川611イイダビル1F 0463-74-5083 エステ、化粧品

麺匠　極 西 秦野市曲松2-1-38 090-7288-2231 中華そば（ラーメン）

メンズヘアーくまがい 西 秦野市堀川73-11 0463-87-0173 理容店

諸星自転車預り所 西 秦野市曲松1-2-20 0463-88-2686 自転車・オートバイの預かり

やきとり　なかや 西 秦野市曲松2-5-3 0463-87-2319 飲食店

焼肉　恵美寿 西 秦野市松原町1-7 0463-87-2389 焼肉

焼肉　大門 西 秦野市若松町5-3 0463-86-0900 焼肉

焼肉ソウル 西 秦野市柳町2-4-1ファミリービル1F 0463-87-7889 焼肉

やまもと酒店 西 秦野市並木町3-19 0463-88-0178 酒、青果、たばこ

山本電気商会 西 秦野市曲松1-3-9 0463-88-0254 エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫他

弥生鮨 西 秦野市渋沢2-6-3 0463-87-0216 寿司、季節料理

理容スタジオ　トップスター 西 秦野市曲松2-4-32 0463-88-7573 理容店

Relaxation and hair ALICE 西 秦野市堀川73-1 0463-26-3119 美容店

relaxation salon RANA 西 秦野市柳町1-3-19石井店舗2階201号 0463-45-4267 リラクゼーション、エステ

レストラン　ルージュ 西 秦野市柳町1-8-14 0463-88-7572 洋食、定食各種

レストランPeople 西 秦野市柳町2-4-6 0463-87-3348 西洋料理

レディースファッション　くりはら 西 秦野市柳町1-6-3 0463-88-0063 婦人洋品他

レディスいしい 西 秦野市柳町2-1-17 0463-88-0121 婦人服、婦人洋品

レディス友服 西 秦野市柳町1-3-23 0463-87-1305 婦人服、婦人洋品

ワインビストロ　カルバ 西 秦野市曲松1-3-7 0463-87-1239 ワイン、チーズ、パスタ

和菓子処北原堂 渋沢支店 西 秦野市柳町1-8-1 0463-88-3272 和菓子

若林電気店 西 秦野市弥生町5-3 0463-88-5851 家電販売店

和光堂　みっちゃん菓子や 西 秦野市堀西946 0463-88-0160 和菓子

和風レストラン魚作 西 秦野市堀川39 0463-87-0039 和食、寿司、そば

ワミレスサロンgrace 西 秦野市堀西28-4 0463-86-5281 フェイシャルエステ

ワミレスサロン渋沢Ｃｉｅｌ 西 秦野市堀川50-5 メゾンモリヤ201 0463-71-6694 エステティック、化粧品


