
所属商店会 店　　　　　　　名 業　種 ・ 取　扱　品 所　　　在　　　地 電 話 番 号 業　　種
大原町商和会 あがれや 13時～営業！串あげ・馬刺 伊勢原市桜台1-1-25-1F 0463-96-1520 飲食業
大原町商和会 中央堂伊勢原薬局 くすり、化粧品等 伊勢原市桜台1-2-1 0463-95-2188 小売業
大原町商和会 伊勢原書店 伊勢原店 書籍雑誌及び携帯電話販売 伊勢原市桜台1-2-5 0463-95-2204 小売業
大原町商和会 韓国料理 はなる 韓国料理 伊勢原市桜台1-2-30 0463-93-0700 飲食業
大原町商和会 ガルヤマナカ 生花・鉢物・苗物・リース 伊勢原市桜台1-3-1 0463-94-8783 小売業
大原町商和会 ㈲肉のナルセ 食肉販売 伊勢原市桜台1-7-25 0463-94-8129 小売業
大原町商和会 ㈲鳥海肉店 箱根山麓豚　惣菜 伊勢原市桜台1-9-15 0463-95-1456 小売業
大原町商和会 炭火やきとり 串三 焼鳥・刺身・鍋他・酒類等 伊勢原市桜台1-9-15 0463-75-9783 飲食業
大原町商和会 肴鮨菜 むつき 魚料理 伊勢原市桜台1-10-16 0463-93-9802 飲食業
大原町商和会 アール美容室 伊勢原店 美容業 伊勢原市桜台1-10-19 0463-92-0209 サービス業
大原町商和会 COCOBAL ランチ＆居酒屋 伊勢原市桜台1-10-21-1F 0463-96-6638 飲食業
大原町商和会 中華つくし★ 中華料理 伊勢原市桜台1-11-25 0463-95-0432 飲食業
大原町商和会 美容室 COA 美容一般 伊勢原市桜台1-12-3-2F 0463-93-1527 サービス業
大原町商和会 タナカ電機商会 家電販売及び工事 伊勢原市桜台1-12-11 0463-95-1239 小売業
大原町商和会 酒処 つじや 居酒屋 伊勢原市桜台1-12-12 0463-94-8966 飲食業
大原町商和会 ㈲小沼酒店★ 酒類・飲料 伊勢原市桜台1-12-14 0463-94-3438 小売業
大原町商和会 ブランチ スナック 伊勢原市桜台1-12-24-1F 0463-92-0030 サービス業
大原町商和会 スナック えび寿 酒類提供カラオケ飲食店 伊勢原市桜台1-12-24-1F-A 0463-92-0205 飲食業
大原町商和会 富士メガネ 伊勢原本店 メガネ・補聴器販売 伊勢原市桜台1-14-4 0463-92-2847 小売業
大原町商和会 パブ ニュードルチェ パブ 伊勢原市桜台1-15-2 0463-92-0554 飲食業
大原町商和会 Pure パブですが料理も豊富 伊勢原市桜台1-15-2-2F 0463-71-5666 飲食業
大原町商和会 肉料理 一番や 焼肉　とんかつ 伊勢原市桜台1-15-3 0463-95-7217 飲食業
大原町商和会 魚処 一心 刺身　揚物 伊勢原市桜台1-15-4-1F 0463-75-9787 飲食業
大原町商和会 Crystal ラウンジ 伊勢原市桜台1-15-4-3F 0463-95-0666 飲食業
大原町商和会 ㈲瀬尾輪業 自転車・バイク 伊勢原市桜台1-15-25 0463-95-0716 小売業
大原町商和会 ㈲岡田工務店 水道関連工事 伊勢原市桜台1-16-17 0463-94-4131 その他
大原町商和会 パブ モト カラオケスナック 伊勢原市桜台1-17-1 0463-95-5400 飲食業
大原町商和会 ホルモン ぶんぶく 炭火焼肉・一品料理 伊勢原市桜台1-18-1-1F C 0463-95-5625 飲食業
大原町商和会 そば処 だるま そば・うどん・丼物 伊勢原市桜台1-19-1-1F 0463-91-7667 飲食業
大原町商和会 ａｕショップ 伊勢原★ スマートフォン・携帯電話 伊勢原市桜台1-19-5-1F 0463-90-3388 小売業
大原町商和会 海ぼうず 飲食店 伊勢原市桜台1-20-3-105 0463-98-3366 飲食業
大原町商和会 鈴木モーターサイクル 自転車販売修理 伊勢原市桜台1-22-27 0463-95-2310 小売業
大原町商和会 tin pan キッチン 手作り居酒屋とカレーの店 伊勢原市桜台1-22-29-102 0463-92-0202 飲食業
大原町商和会 花小代 本店★ フラワーショップ 伊勢原市桜台1-23-38 0463-96-1187 小売業
大原町商和会 風海 カフェ 伊勢原市桜台1-24-9-1F 0463-92-7327 飲食業
大原町商和会 伏見ＦＰ事務所 老後安心作成プラン相談 伊勢原市桜台1-25-5 080-5504-3242 サービス業
大原町商和会 グランママ サラダ館 ギフト販売 伊勢原市桜台2-24-14 0463-94-8887 小売業
大原町商和会 越水行政書士事務所 行政書士 伊勢原市桜台3-1-19 0463-63-0855 サービス業
大原町商和会 亀山社中 パスタ・ピザ 伊勢原市桜台3-5-29 1-C 0463-92-6101 飲食業
大原町商和会 牛角 伊勢原店 焼肉店 伊勢原市桜台3-6-6 0463-98-3229 飲食業
大原町商和会 石上理容室 理容 伊勢原市桜台3-6-2-1F 0463-95-3124 サービス業
大原町商和会 オリエント製パン パン 伊勢原市桜台3-7-30 0463-94-4274 小売業
大原町商和会 和膳 照國 創作懐石・寿司・海鮮丼等 伊勢原市東大竹937-1 0463-92-1919 飲食業
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駅前中央商店会 ポリネシア 喫茶＆レストラン 伊勢原市桜台1-1-43 0463-93-7322 飲食業
駅前中央商店会 駅ナカ クルリンハウス（伊勢原市観光協会★） 伊勢原土産・クルリングッズ 伊勢原市伊勢原1-1-5-2F 0463-73-7373 小売業
駅前中央商店会 花小代 駅前店 フラワーショップ 伊勢原市伊勢原1-2-1 0463-95-0491 小売業
駅前中央商店会 山の百貨店 自然食品と自然酒 伊勢原市伊勢原1-2-1 0463-94-2740 小売業
駅前中央商店会 ㈲亀盛堂 自家製和菓子とパン 伊勢原市伊勢原1-2-16 0463-95-0246 小売業
駅前中央商店会 96ショップ アサヒ 雑貨・文具 伊勢原市伊勢原1-3-10 0463-96-5851 小売業
駅前中央商店会 手づくりの店 エフティ 和洋裁手芸材料・毛糸販売 伊勢原市伊勢原1-3-10 0463-95-3792 小売業
駅前中央商店会 プラザアサヒ 寝装品婦人洋品学生服全般 伊勢原市伊勢原1-3-10-1F 0463-92-3272 小売業
駅前中央商店会 魚溪 鮮魚販売 伊勢原市伊勢原1-3-12 0463-95-0104 小売業
駅前中央商店会 靴のヨリズミ シューフィッターのいるお店 伊勢原市伊勢原1-3-18 0463-93-3341 小売業
駅前中央商店会 ㈱花いせ 花鉢　花束　アレンジメント 伊勢原市伊勢原1-3-21 0463-94-5587 小売業
駅前中央商店会 ㈲田中薬品 医薬品・化粧品の販売 伊勢原市伊勢原1-3-26 0463-95-0015 小売業
駅前中央商店会 イタリア料理 ラ・パチャーダ イタリアン 伊勢原市伊勢原1-3-26 0463-68-8298 飲食業
駅前中央商店会 海鮮市場 マルモト 相模湾の地魚中心の専門店 伊勢原市伊勢原1-3-37 0463-91-4330 小売業
駅前中央商店会 テーエスガス㈱★ ガス器具等・米・灯油 伊勢原市伊勢原1-4-3 0463-95-3032 小売業
駅前中央商店会 タコハイ 伊勢原店 タコ焼き・ハイボール 伊勢原市伊勢原1-4-8 未掲載 飲食業
駅前中央商店会 Café Bar poco a poco お酒と自然派料理のバー 伊勢原市伊勢原1-4-8 0463-95-2666 飲食業
駅前中央商店会 居酒や 北の庄 飲食業 伊勢原市伊勢原1-5-3 0463-93-5422 飲食業
駅前中央商店会 美容室 COX 美容業 伊勢原市伊勢原1-5-3 0463-92-0550 サービス業
駅前中央商店会 地もの御馳走処 GEN 居酒屋 伊勢原市伊勢原1-6-8 0463-95-0444 飲食業
駅前中央商店会 Lounge R ラウンジ 伊勢原市伊勢原1-11-22 0463-74-4113 飲食業
駅前中央商店会 美容室 いろは 美容業 伊勢原市伊勢原1-13-5-1F 0463-74-4139 サービス業
駅前中央商店会 とんかつ麻釉 とんかつ・レストラン 伊勢原市伊勢原1-14-11 0463-93-8307 飲食業
駅前中央商店会 居酒屋 鳩 居酒屋 伊勢原市伊勢原1-16-1 0463-96-4495 飲食業
駅前中央商店会 ㈲快気堂薬局 OTC医薬品・健康食品他 伊勢原市伊勢原1-16-4 0463-95-0234 小売業
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駅前中央商店会 ホルモン 古奈屋 焼肉・ホルモン等 伊勢原市伊勢原1-17-12-202 0463-92-8807 飲食業
駅前中央商店会 collec+ism 美容室　ヘアサロン 伊勢原市伊勢原2-2-19 0463-92-4111 サービス業
駅前中央商店会 はっぴーパンらいふ 焼き立てパン 伊勢原市伊勢原2-2-21 0463-79-8266 小売業
駅前中央商店会 カトマンズ バール エスニック料理 伊勢原市伊勢原2-2-21-2F 070-6970-8449 飲食業
駅前中央商店会 コゲメ 沖縄・九州料理 伊勢原市伊勢原2-2-23-1F 050-6876-6861 飲食業
駅前中央商店会 レディスショップ シノン 婦人服 伊勢原市伊勢原2-2-26 0463-95-4870 小売業
駅前中央商店会 EROTICA＆imai 眼鏡・コンタクト・補聴器 伊勢原市伊勢原2-2-26-1F 0463-95-0122 小売業
駅前中央商店会 お菓子の店 さのや 和菓子 伊勢原市伊勢原2-3-23 0463-95-0220 小売業
駅前中央商店会 八百治商店 青果店・野菜・果物 伊勢原市伊勢原2-3-27 0463-95-0206 小売業
駅前中央商店会 熊沢米店★ お米、お正月用おもち 伊勢原市伊勢原2-4-17 0463-95-0111 小売業
駅前中央商店会 タケメガネ 伊勢原店 メガネ、コンタクト 伊勢原市伊勢原4-2-7 0463-93-8761 小売業
駅前中央商店会 ㈲坂本水道 水道工事業 伊勢原市伊勢原4-14-43 0463-95-2530 サービス業

所属商店会 店　　　　　　　名 業　種 ・ 取　扱　品 所　　　在　　　地 電 話 番 号 業　　種
本町商店会 きこえのパートナー イマーゴ 補聴器 伊勢原市伊勢原2-5-32-1F 0463-75-8202 小売業
本町商店会 小僧寿し 伊勢原中央通り店 寿し　唐揚げ　天丼の販売 伊勢原市伊勢原2-7-29 0463-93-8814 飲食業
本町商店会 川口風呂店★ 風呂釜・給湯器の販売修理 伊勢原市伊勢原2-7-33 0463-95-0437 小売業
本町商店会 ㈲セイタ写真館 スタジオ写真撮影 伊勢原市伊勢原3-1-4 0463-95-0043 サービス業
本町商店会 丸石 和装小物 伊勢原市伊勢原3-1-5 0463-95-0213 小売業
本町商店会 美容室散歩道 パーマ　カラー　カット 伊勢原市伊勢原3-2-2 0463-94-1934 サービス業
本町商店会 ㈲マイティースポーツ★ スポーツ用品 伊勢原市伊勢原3-2-6 0463-92-1155 小売業
本町商店会 花呉装 呉服・和雑貨・手拭たおる 伊勢原市伊勢原3-2-6-2F 0463-91-6881 小売業
本町商店会 ㈲林写真商会 証明写真・記念写真撮影！ 伊勢原市伊勢原3-10-9 0463-95-0106 サービス業
本町商店会 手打蕎麦 越峠 そば・うどん 伊勢原市伊勢原3-12-1 0463-93-4580 飲食業
本町商店会 魚㐂代 料理とお酒を提供します 伊勢原市伊勢原3-12-4 0463-95-2488 飲食業
本町商店会 ㈲八百藤 青果物野菜くだものお花 伊勢原市東大竹1-328 0463-95-2958 小売業
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大神宮通り商店会 大田屋履物店 履物等販売 伊勢原市伊勢原2-8-25 0463-95-0343 小売業
大神宮通り商店会 ㈲こみや料亭 料理・仕出し 伊勢原市伊勢原2-9-29 0463-95-0209 飲食業
大神宮通り商店会 ㈱茶加藤 お茶と海苔の専門店 伊勢原市伊勢原2-9-33 0463-93-2211 小売業
大神宮通り商店会 ジュエルボックス 宝飾品・時計・メガネ 伊勢原市伊勢原2-9-35 0463-79-8011 小売業
大神宮通り商店会 ㈲髙橋肉店 自家製豚漬・自家製炭火焼豚 伊勢原市伊勢原2-10-31 0463-95-0132 小売業
大神宮通り商店会 電化の大昌 電化製品販売・修理 伊勢原市伊勢原2-10-33 0463-95-3274 小売業
大神宮通り商店会 食堂 いとう 定食屋 伊勢原市伊勢原2-10-34 0463-93-0306 飲食業
大神宮通り商店会 ㈲岩田モータース★ バイク販売、修理、車検 伊勢原市伊勢原2-10-36 0463-95-1263 小売業
大神宮通り商店会 つきじ海賓 伊勢原店 宅配寿司なら つきじ海賓 伊勢原市伊勢原3-5-3-1F 0463-91-6256 飲食業
大神宮通り商店会 呉服の江戸屋 呉服・和装小物 伊勢原市伊勢原3-5-4 0463-95-0203 小売業
大神宮通り商店会 山田プロパン㈱★ LPガス・灯油・ガス器具 伊勢原市伊勢原3-5-7 0463-95-1283 小売業
大神宮通り商店会 菓子司さがわ 和菓子 伊勢原市伊勢原3-6-1 0463-94-7250 小売業
大神宮通り商店会 洋品百貨 YAMATOYA 学生服・市内中学校ジャージ 伊勢原市伊勢原3-6-6 0463-95-0022 小売業
大神宮通り商店会 Kitchen & Bar Siesta 欧風料理店 伊勢原市伊勢原3-7-2-1F 0463-91-3939 飲食業
大神宮通り商店会 DECO 美容室　ヘアサロン 伊勢原市伊勢原3-7-2-1F 0463-92-0088 サービス業

所属商店会 店　　　　　　　名 業　種 ・ 取　扱　品 所　　　在　　　地 電 話 番 号 業　　種
片町商店会 A-PORT ヤマダ 家電製品販売 伊勢原市伊勢原3-8-9 0463-95-0453 小売業
片町商店会 手打ちそば 多鶴 自家製粉の十割手打ちそば 伊勢原市伊勢原3-8-13 0463-94-3708 飲食業
片町商店会 オリジナル工房 マッチボックス★ オリジナルプリント商品 伊勢原市伊勢原3-8-14 0463-95-0468 小売業
片町商店会 ゑびす家 鯛と地野菜・お酒のお店 伊勢原市伊勢原3-8-15 0463-95-0167 飲食業
片町商店会 荒川米店 伊勢原店 お米、玄米、もち米など 伊勢原市板戸184-1 0463-71-6211 小売業
片町商店会 チャイニーズダイニング 樓蘭 中華料理店 伊勢原市板戸249-7 0463-45-0946 飲食業
片町商店会 Restaurant Cafe LIFE ハンバーガー 伊勢原市板戸271-5 0463-92-0231 飲食業
片町商店会 中屋酒店 お酒の専門店 伊勢原市板戸391 0463-95-0556 小売業
片町商店会 小澤呉服店 布団・呉服・名入タオル等 伊勢原市板戸397 0463-95-0136 小売業
片町商店会 やきとり大吉 伊勢原246店 飲食店　やきとり 伊勢原市板戸406-2 0463-93-3530 飲食業
片町商店会 スナック クロード スナック 伊勢原市板戸408 0463-78-1491 飲食業
片町商店会 ㈲魚亀 鮮魚 伊勢原市板戸419 0463-95-0055 小売業
片町商店会 都寿し 割烹・仕出し・寿し出前 伊勢原市板戸421 0463-95-0024 飲食業
片町商店会 食堂フレンチ ドゥジェム 気軽に楽しめるフレンチ 伊勢原市板戸433-1 0463-95-8055 飲食業
片町商店会 伊勢原ボウリングセンター ボウリング場 伊勢原市板戸442 0463-94-2260 サービス業
片町商店会 CIZA レストラン 伊勢原市板戸442 0463-95-6512 飲食業
片町商店会 いせや 寝装品店 寝装寝具・カタログギフト 伊勢原市田中936 0463-95-0708 小売業
片町商店会 ペットサロン RELAX ペットトリミング・ホテル 伊勢原市田中937-101 0463-94-6386 サービス業
片町商店会 三響電器 家電販売業 伊勢原市田中939 0463-95-1888 小売業
片町商店会 森額縁ガラス店★ 額縁・ガラス・鏡・ドア・窓 伊勢原市田中974 0463-95-1228 小売業
片町商店会 ㈲諸星モータース 自動車販売・修理・車検 伊勢原市田中977 0463-95-0313 サービス業
片町商店会 アルベロベッロ ナポリピッツア 伊勢原市上粕屋298 0463-91-0088 飲食業
片町商店会 パスティッチェリアラッテ ポポロ広場本店 洋菓子 伊勢原市上粕屋299 0463-91-3002 小売業
片町商店会 ヘアーサロン サノ 理容技術全般 伊勢原市上粕屋350 0463-95-2521 サービス業
片町商店会 パスティッチェリアラッテ いせはらcoma店 洋菓子 伊勢原市桜台1-3-3-1F 0463-94-1919 小売業
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