
2019年6月28日現在

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(046) 住所

1 赤から 海老名店 飲食店 240-0080 勝瀬112-1

2 al mare 彩 イタリア料理店 244-3322 扇町5-8　Ｔ－ＣＲＥＳＴ　Ⅳ　1F

3 ＆3 Ｔresor（アンドスリートレジャー） 雑貨販売 259-9220 中新田2-11-35

4 イオン海老名店（イオン海老名ショッピングセンター内）※ 食料品  他 231-2121 中央2-4-1

5 インド料理 ロティー インド料理店 200-7761 河原口371

6 魚松 鮮魚店 231-2558 中新田3-30-8

7 えびな上野藪そば そば屋 232-6585 中新田1-1-17

8 海老名カイロプラクティックセンター 海老名センター カイロプラクティック 234-4645 国分北2-5-6　1Ｆ

9 海老名甲羅 本店 飲食店 292-7766 中央2-2-20

10 エビナ自動車工業 自動車整備 231-0463 河原口1-1-20

11 海老名住宅センター 不動産取引 233-1950 河原口391-2

12 海老名トーヨー住器 住宅用アルミサッシ卸売 231-3051 杉久保北1-6-29

13 えびなペットクリニック 動物病院 232-5030 中新田4-14-10

14 オークラフロンティアホテル海老名 宿泊 235-9898 中央2-9-50 オークラフロンティアホテル海老名 

15 オークラフロンティアホテル海老名 アルエット レストラン 235-9828 中央2-9-50 オークラフロンティアホテル海老名 1F

16 オークラフロンティアホテル海老名 四季 レストラン 235-9816 中央2-9-50 オークラフロンティアホテル海老名 1F

17 オートクエスト 自動車修理・販売 235-4343 河原口4-2-8

18 御菓子司　山口屋 和菓子店 231-0471 中新田3-30-9

19 オフィスこじま 健康食品販売 231-0713 上郷1-23-51

20 勝牛 海老名店 レストラン 240-0040 勝瀬112-1

21 合点　海老名店 飲食店 233-4322 中央1-8-1　VINA2番館2F

22 合点くろうさぎ　海老名店 飲食店 234-8500 中央2-4-5　中山ビル２F

23 合点じんのすけ　本厚木店 飲食店 226-5560 厚木市泉町2-9　成都ビル２F

24 CafeEnak インドネシア料理 210-3141 扇町14-11

25 串揚処 ぶらんにゅう亭 飲食店 235-4194 河原口1378-1

26 串亭 厨 kuriya 飲食店 233-3051 中新田3-1-6

27 クリエイトSD 海老名河原口店※ ドラッグストア 292-1736 河原口2-8-30

28 クリエイトSD 海老名中新田店※ ドラッグストア 231-0055 中新田2-22-27

29 珈琲 ふう 喫茶店 234-1390 中新田3-13-25

30 ごくう 焼肉屋 235-3959 中新田2-8-5

31 国分寺そば そば屋 231-2261 国分南1-8-35

32 コジマ×ビックカメラ 海老名店 家電販売 235-8711 大谷北1-2-1

33 シャンプー美容室 美容室 233-4082 中新田3-5-7

34 喰の眞方 居酒屋 240-8208 中央1-14-21

35 新鮮市場なかや　座間店 スーパーマーケット 266-5177 座間市入谷1-408

36 新鮮市場なかや　寒川店 スーパーマーケット 0467-75-5800 高座郡寒川町中瀬1-24

37 スーパーなかや 海老名店 スーパーマーケット 232-1112 中新田3-8-9

38 杉崎精肉店 食肉店 231-4981 中新田3-5-25

39 スクールメイトミチル　イオン海老名店 学生服販売 234-2066 中央2-4-1　イオン海老名店3F

40 スクールメイトミチル　本店 学生服販売 232-0022 さつき町1-22-110

41 鮨処　初音 鮨屋 259-6318 中新田3-3-4

42 ストウブビストロはるひごはん 飲食店 258-6873 厚木市幸町1-14

43 スナック ドリーム 飲食業 233-1370 中新田2-10-23

44 炭火dining 醉蓮火suirenka 飲食業 280-4355 厚木市愛名401-1

45 整骨院 ほなみ堂※ 鍼灸整骨院 259-6798 河原口5-3-1　クレスト山﨑103

46 セブンイレブン　厚木駅前店※ コンビニエンスストア 232-3711 中新田3-2-22

47 セブンイレブン 海老名あゆみ橋店※ コンビニエンスストア 232-7274 河原口2-11-19

48 セブンイレブン 海老名社家店※ コンビニエンスストア 238-3133 社家835

49 セブンイレブン 海老名杉久保店※ コンビニエンスストア 239-2711 杉久保北3-2-23

50 セブンイレブン 海老名杉久保北店※ コンビニエンスストア 239-1730 杉久保北2-4-27

51 セブンイレブン 海老名中央3丁目店※ コンビニエンスストア 292-2160 中央3-1-34

52 セブンイレブン 海老名中新田2丁目店※ コンビニエンスストア 236-6717 中新田2-17-22

53 セブンイレブン さがみ野中央店※ コンビニエンスストア 235-8830 東柏ヶ谷6-23-26

54 そば処 たかはし そば屋 235-1821 さつき町1-22-107

55 そばと膳 田川 そば屋 237-3939 杉久保南1-6-17

※ドラッグストア、コンビニエンスストア等につきましては、同一チェーン店でも、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

※ダイエー（ショッパーズプラザ）専門店街につきましては、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

※整骨院　ほなみ堂につきましては「自費診療のみ」の取り扱いとなります。

※イオン海老名ショッピングセンター内の専門店につきましては、窓口までお問い合わせください。

※一部お買い物券のお取扱いができない商品・サービスがございますのでご注意ください。

　　　　　　　　　　　海老名スマイルお買い物券　取扱店舗一覧表（50音順）

1 ページ



2019年6月28日現在

No. 店舗名・屋号 業種・取扱品 電話番号(046) 住所

56 ダイエー 海老名店※ 食料品・衣料品 233-7500 中央3-2-5

57 茶屋亜希子 海老名店 レストラン 240-0030 勝瀬112-1

58 手打そば　みかみ そば店 232-0565 中新田3-13-18

59 どさん子大将 海老名店 ラーメン屋 231-9852 中新田2-10-22

60 バーバー岸 理容店 232-0741 さつき町1-22-109

61 BAR Fellow バー 240-0897 河原口379-1 コトブキビル 2F

62 BAR Ryota Tateishi バー 292-7205 中央1-16-28 三洋ビル 3F

63 博多らーめん うまい軒 ラーメン屋 232-1141 大谷南1-2-11

64 パブスナック　松葉 飲食業 231-7216 河原口1-1-8

65 Huey's Garage バイク修理 234-8053 河原口2-24-10

66 ビューティーサロン みどり 美容室 234-0938 中新田2-28-8

67 美容室 WALK 美容室 238-6775 杉久保南2-12-16

68 美容室 HARMONY 美容室 234-6566 上郷1-18-18

69 美容室 REGARD 美容室 232-1177 河原口378-1

70 ひろみ鮨 すし店 231-1458 河原口1-1-5

71 ファクトリーレーシング バイク店 236-3303 中新田2-15-48

72 藤沢米穀店 米穀店 238-3878 杉久保南4-18-1

73 二葉菓子店 和菓子店 231-0458 河原口2-21-12

74 ふるでん 中新田店 家電販売 233-5222 中新田2-12-33

75 ふるでん 本店 家電販売 238-4944 本郷875

76 ホエールズマートおおさわ 酒店 231-1460 社家3943-7

77 ぽっとてりー 喫茶店 231-3330 中新田2-8-4

78 ホンダカーズ海老名 海老名インター店 自動車販売 231-6640 中新田5-13-14

79 ホンダカーズ海老名 中新田店 自動車販売 231-9950 中新田1-26-2

80 創作和食と十割蕎麦　土の香　海老名店 飲食店 232-2666 中央1-17-25　T.CRESTビルⅡ１F

81 マルアキ商事 呉服店 231-0462 中新田2-11-31

82 みひろ酒店 酒店 231-2136 河原口3-35-1

83 読売センター海老名 新聞販売 231-6681 中央2-7-23

84 ラーメン花月 嵐 厚木129号店 ラーメン店 244-1351 厚木市関口229-1

85 ラーメン花月 嵐 海老名店 ラーメン店 292-2339 中央2-1-5

86 ラーメン花月 嵐 下今泉店 ラーメン店 236-1050 泉2-11-6

87 Re café カフェ 244-0739 河原口379-1

88 ローソン 厚木駅前店※ コンビニエンスストア 234-1966 河原口1-1-7

89 ローソン 海老名中新田二丁目店※ コンビニエンスストア 292-3887 中新田2-34-3

90 わらしべ亭 居酒屋 231-1554 河原口371

※ドラッグストア、コンビニエンスストア等につきましては、同一チェーン店でも、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

※ダイエー（ショッパーズプラザ）専門店街につきましては、この一覧表に記載されていない店舗ではご利用いただけません。

※整骨院　ほなみ堂につきましては「自費診療のみ」の取り扱いとなります。

※イオン海老名ショッピングセンター内の専門店につきましては、窓口までお問い合わせください。

※一部お買い物券のお取扱いができない商品・サービスがございますのでご注意ください。
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