
「しずちゅう 秦野西わくわく定期預金」　お買い物券 取扱店 店舗一覧表 2017年8月30日現在
No. 商店街名 店名・屋号 業種・取扱品 住所 電話番号

1 お茶とのりの安江 茶卸・販売 曲松2-7-32 87-1104

2 渋沢まるや 菓子製造販売 曲松2-3-16 88-3981

3 セブンイレブン秦野渋沢2丁目店 コンビニエンスストア 渋沢2-11-5 88-7732

4 とき乃や ラーメン店 曲松2-5-2 88-1273

5 中屋精肉店 食肉店 曲松2-5-3 88-7680

6 花ことば 婦人服販売 曲松2-5-3 88-3615

7 豆はな 落花生・豆菓子販売 曲松2-2-12 88-2239

8 村田操治療院 はり・灸・マッサージ 曲松2-3-15 88-0338

9 メガネハウスジャパン めがね店 曲松2-5-6 87-5350

10 諸星建物㈱ スイミングスクール 曲松2-2-12 88-7248

11 ヤオマサ渋沢店 食品スーパー 曲松2-5-8 87-1633

12 ユーアイ薬局 薬局 渋沢2-3-21 87-0309

13 理容　スタジオ トップスター 理容店 曲松2-4-32 88-7573

14 ろばた焼一富士 ろばた焼店 曲松2-7-5 87-7993

15 居酒屋嘉門 飲食店 曲松1-2-18 87-0045

16 内田接骨院 柔道整復業 萩が丘1-4ｽﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ1F 87-6257

17 魚角 鮮魚販売 曲松1-4-32 88-0016

18 栄光ゼミナール渋沢校 学習塾 曲松1-3-19　ｽﾄﾘﾝｸﾞﾊﾀ2F 89-2255

19 かみむら酒店 酒小売 曲松1-1-13 88-0017

20 かもみーる 雑貨・小売 曲松1-1-3-101 87-8088

21 川瀬整体院 整体院 曲松1-2-18 87-9415

22 Kiｋｓ　Kaffe カフェ 萩が丘1-4　1F 88-6116

23 ㈲キシ商会 時計・メガネ・宝飾 萩ヶ丘1-2 88-0050

24 ㈱キタムラ プロパンガス販売・水道工事店 曲松1-3-14 88-2436

25 栗原新聞店（ＹＣ渋沢中央） 新聞販売 曲松1-4-37 88-0058

26 サウンド・Ｍ 飲食業 曲松1-2-1　リブレビル1F 73-7070

27 肴の酒　ろばたや 飲食業 曲松1-3-14 88-1977

28 佐野十全堂薬局渋沢駅前店 薬局 曲松1-4-39 87-9331

29 ㈱渋沢百貨店 百貨店 曲松1-1-8 88-2111

30 SpirituS（スピリタス） 飲食業 曲松1-2-1-102 73-6986

31 セブンイレブン秦野渋沢店 コンビニエンスストア 萩ヶ丘1-7 88-1763

32 中央商事不動産 不動産業 曲松1-4-1 88-5353

33 鶏笑くりちゃん本舗 飲食店 曲松1-2-17 87-5321

34 豆腐処　石井 豆腐製造販売 曲松1-1-14 87-8066

35 ナカニシ薬局駅前店 薬局 曲松1-4-12 87-4962

36 菜菜彩 飲食店 曲松1-2-15 87-3731

37 肉の松屋 食肉販売 曲松1-4-36 88-0205

38 ファミリーマート渋沢南店 コンビニエンスストア 曲松1-4-13 89-3706

39 フルーツショップ　ナカムラ 果物小売業 曲松1-4-33 88-2176

40 ㈲橋本酒店 酒・ギフト販売 曲松2-1-36 88-0065

41 松屋食肉部　戸川支店 精肉販売 戸川777 75-2521

42 みどり書店 本・文房具 曲松1-4-34 88-0162

43 村田薬局 薬局 曲松1-2-17 88-5791

44 モッズ　へア渋沢店 美容業 曲松1-4-1　2Ｆ 89-3888

45 諸星自転車預り所 自転車預り 曲松1-2-20 88-2686

46 ㈱山本電気商会 家電販売 曲松1-3-9 88-0254

47 ゆうがくセミナー 学習塾 曲松1-4-35ﾊﾟｲﾝﾋﾞﾙ202 86-0013

48 理容　栗原 理容店 曲松1-3-1 88-2685

49 ワミレスサロン渋沢　Harmonia フェイシャルエステ 曲松1-2-20　MMビル304 87-1783

渋沢商店会

14軒

渋沢駅前商店会

35軒
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50 アールエスホーネット㈱ パソコン組立・修理 柳町1-3-15米山ビル2Ｆ 88-1835

51 ㈲魚茂 鮮魚販売 柳町1-7-17 88-2175

52 大木の落花生 落花生販売 柳町1-9-18 88-0041

53 大森書店 書店 堀川811-7 88-0841

54 オカダ商会 大工道具・包丁販売 沼代新町2-19 88-2648

55 小田原百貨店 食料品販売 柳町2-2-15 88-1011

56 ㈲キララ　シューズショップキララ 靴販売 柳町1-1-16 88-2660

57 銀八鮨　渋沢駅前店　 鮨 柳町1-1-11 87-1870

58 クリーニングきりやま クリーニング店 柳町1-10-30 88-0370

59 趣味の店　タニ 袋物小間物販売 柳町2-1-21 88-0116

60 スクールショップ　ＩＳＨＩＩ 小売業 柳町1-3-23 87-0770

61 ㈱関野建設 建設業・不動産業 松原町2-5 88-2288

62 ㈱関野地所 不動産業 柳町1-14-12 88-1178

63 チャーム＆クラフト　ベル 化粧品・糸小売 柳町1-3-18 88-1028

64 美容室ポリッシュ 美容室 柳町1-10-3 87-6171

65 ㈱ふるーる　あん　 生花販売 柳町1-22-1 87-8787

66 ㈲フローリストせきど 生花販売 柳町2-4-22 88-1240

67 ㈲マルイラジオ商会 家電販売・電気工事 柳町2-1-19 88-0009

68 レディースファッション　くりはら 洋品販売 柳町1-6-3 88-0063

69 和菓子処　北原堂　渋沢支店 和菓子販売 柳町1-8-1 88-3272

70 銀八鮨　春日町出前店 鮨 春日町6-4 88-2220

71 銀八鮨　本店 鮨 堀川30 89-3232

72 なみき写真　 写真スタジオ 春日町5-5 88-3580

73 肉の山本 食肉販売 並木町3-19 88-0529

74 ㈲冨士クリーニング クリーニング店 春日町5-7 88-0253

75 イシイ 洋品小売 弥生町5-9 88-0128

76 和光堂みっちゃん菓子や 和、洋菓子店 堀西946 88-0160

柳町商店会

20軒

学校前商店会

5軒

堀川商店会

2軒
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