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所在地 代表者 電話番号

1 IL Giocatore 相模大野8-2-2 髙橋　賢太郎 042-747-8705

2 さじま歯科 相模大野8-2-6 佐嶌　正之 042-746-0088

3 のぞみ合同事務所 相模大野8-2-6 小峰　　 望 042-701-3010

4 ㈲御園ハウジング／ホテルサンエイト 相模大野8-2-7 志野　義男 042-701-8010

5 学習塾　慧友　相模大野校 相模大野8-2-7 片岡　繁光 042-705-2578

6 歯科サガミノ 相模大野8-2-14 柳沢　　 治 042-748-9231

7 さがみ名倉堂整骨院 相模大野8-2-15 荒井　洋介 042-815-3779

8 ㈲キュウエイホーム 相模大野8-2-17 福永　裕一 042-745-5511

9 相模大野8-3-1 熊谷　義哉 042-749-1260

10 ダンビーノ 相模大野8-3-1 市川　 　壇 042-746-3383

11 ビストロおでん　よなが 相模大野8-3-1 伴　　 信行 042-765-0803

12 ㈱A・T・B／串揚げDip's  Canna 相模大野8-3-3 山本　剛弘 042-705-7566

13 ㈲ススム総業 相模大野8-3-7 片山　　 進 042-742-5636

14 ㈱大庄／やるき茶屋　相模大野南口店 相模大野8-3-7 平　 　了寿 042-740-3731

15 ㈱MTSpot／Japanese Dining 黄柚子 相模大野8-3-7 大沼　　 歩 042-748-7595

16 ㈲イデアルブレイン　然 zen 相模大野8-3-7 小池博太朗 042-767-3048

17 ヘアーサロン　あきやま 相模大野8-3-10 秋山　　 実 042-860-2223

18 創作焼鳥Dining　酒酒 相模大野8-4-6 菊地　申悟 042-702-6488

19 スマイル整骨院 相模大野8-4-12 鹿俣　真一 042-740-4465

20 ㈱サイクルワン 相模大野8-4-12 大塚　勇二 042-740-3756

21 ㈱信拓開発 相模大野8-5-10 安藤　金家 042-745-2636

22 ㈱杉住建／Life Vision 相模大野8-6-14 杉浦　久友 042-749-3921

23 IL FAVORE 相模大野8-6-16 五十君　暁 042-744-2204

24 相模大野8-6-16 松江　秀樹 042-705-2567

25 TAIN MALT BAR 相模大野8-6-16 奥田　直人 042-705-9909

26 Ｃｏｍｅ　Ｏｎ 相模大野8-8-13 野寺　美雄 042-765-5688

27 たてん家 相模大野8-8-18 舘　　 典宏 080-5452-7112

28 日広工業㈱ 相模大野8-10-20 山科　公次 042-767-8518

29 ㈲江口 相模大野8-11-34 江口　まさ 042-742-7028

30 ドンスタジオ 相模大野8-11-35 北澤　忠治 042-741-0776

31 海鮮居酒屋　重 相模大野8-14-1 市川　龍文 042-746-0735

32 しんしん亭 相模大野8-14-1 新里　　 進 080-5656-6499

33 相模大野8-14-2 前田　園寛 042-705-3371
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34 まいづるや酒店 相模大野8-14-2 鍛治貝千明 042-742-3683

35 理容ミツボシ 相模大野8-14-3 宗形八重子 042-744-7678

36 大倉建設㈱ 相模大野8-15-8 岩井　大輔 042-744-6333

37 ㈲若月商店 相模大野8-15-10 若月　鉄臣 042-742-4043

38 生そば巴屋 相模大野9-6-1 田中　三郎 042-742-1198

39 相模大野9-6-2１ 長谷　　 整 042-810-0252

40 ヘアーサロン　クボタ 相模大野9-6-22 久保田　清 042-743-6497

41 崇教真光　相模原小道場 相模大野9-20-16 近藤　真主 042-743-4875

42 コナシスジャパン㈱ 相模大野9-20-15 野口　　 昇 042-766-9994

43 ㈱アール・エム・シー 相模大野9-21-3 平賀　由枝 042-745-9301

44 みどり薬品 相模大野9-22-2 大山　皓三 042-742-3885

所在地 代表者 電話番号

1 相模大野4-4-3 042-740-1111

2 相模大野3-8-1 042-767-1000

3 相模大野8-15-10 042-742-2246

4 相模大野3-9-1 042-765-1471

5 相模大野4-5-17 042-741-1311

店　名 所在地 代表者 電話番号

1 ボーノ会 相模大野3-3-1 石井とし子 042-745-8393　

氏　名 電話番号

岩井　大輔 042-744-6333

山科　公次 042-767-8518

大沼　　 歩 042-748-7595

伴　　 信行 042-765-0803

市川　龍文 042-746-0735

舘　　 典宏 たてん家 080-5452-7112

北澤　忠治 ドンスタジオ 042-741-0776

片山　　 進 042-742-5636

田中　三郎 042-742-1198

鍛治貝千明 042-742-3683

若月　鉄臣 042-742-4043
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／名倉堂リハデイ南口
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理事長
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屋　号

大倉建設㈱

日広工業㈱

Japanese Dining 黄柚子

海鮮居酒屋　重

生そば巴屋

店　名

小田急電鉄㈱

相模大野岡田屋モアーズ

副理事長

小田急相模大野ステーションスクエア商店街

㈱三越伊勢丹 相模原店

副理事長


