クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
施設所在地
ミツイヤ 日本シングランドリー
緑区与瀬８４８
ホワイト急便相模湖店
緑区与瀬８４７
いけはらクリーニング藤野店
緑区日連４８２－３
ローレル 二本松店
緑区二本松４－２６－１９
ホワイト急便 二本松ザ・ビック前店
緑区二本松４－２５－１１
ＭＡＸクリーニング二本松店
緑区二本松４－２５－１０
（有）モトムラクリーニング
緑区二本松３－１８－３０
榊クリーニング商会
緑区二本松３－１７－２４
クリーニングＳＨＯＰフジ 二本松店
緑区二本松１－２－２１
白栄舎
緑区東橋本３－１５－１４
ダイヤ．ドライセンター 東橋本店
緑区東橋本３－１－１
ダスキン 橋本支店
緑区東橋本２－８－６
（有）多摩ランドリー
緑区東橋本２－２３－２
長野屋クリーニング店
緑区東橋本２－１１－５
洗濯王東橋本店
緑区東橋本１－２４－１７
日本シングランドリー 神明平店
緑区田名２５８１－１２１
（有）村山商会 相模原工場
緑区田名２２６５－１
有限会社ハニードライ 相模原工場
緑区長竹２９３７－３
クリーニング うえはら
緑区長竹１１３６
マミークリーニング津久井店
緑区中野９９７－１
（有）日本シングランドリー中野店
緑区中野１９９－１
ホワイト急便たからやフレサ津久井店
緑区中野１７６９－１
クリーニングマルミ 中野店
緑区中野１０４５
洗濯王ノザキ店
緑区大島２３２３－３
ワタキューセイモア株式会社 東京支店 相模原工場 緑区大山町１－３
株式会社 成玉舎
緑区大山町１－３
ポニークリーニング アリオ橋本店
緑区大山町１－２２
ホワイト急便 小網店
緑区太井９９－１
モトムラクリーニング 新町店
緑区相原３－６－４
純白舎
緑区相原３１５－３
有限会社日本活性瀘過工業アクアエンジニアリング 緑区相原２－１３－７
有限会社モトムラクリーニング ホワイト急便第３城山工場
緑区川尻１９５８－５
日本シングランドリー 関店
緑区青山１０４０
クリーニングコーナン西橋本
緑区西橋本５－４－４
金のアイロン 西橋本店
緑区西橋本５－４－３
ＡＫランドリーコーナン西橋本店
緑区西橋本５－４－３
クリーニングＳＨＯＰフジ橋本店
緑区西橋本５－１－１
クリーニングショップ フラット
緑区西橋本４－１－１
ホワイト急便ロイヤルホームセンター店
緑区西橋本３－９－１
カネヤス クリーニング
緑区西橋本３－６－３
クリーニング ブラザー
緑区西橋本１－２５－１３
緑区西橋本１－１４－２５－１Ｆ １０３区画
（株）ダイヤ．ドライセンター西橋本店

施設電話番号
042-684-3128
042-685-0173
042-687-3104
042-771-3006
042-771-3303
042-772-5821
042-782-6211
042-772-0964
042-733-5934
042-772-5022
042-779-0310
042-748-9666
042-773-1304
042-772-2721
042-771-3058
042-763-3881
042-764-7088
042-780-8217
042-784-1706
042-784-6002
042-784-3464
042-784-7080
042-784-0088
042-762-3477
042-773-1811
042-773-5858
042-774-2040
042-784-9220
042-773-1567
042-773-8145
042-773-5533
042-782-6211
042-784-1394
042-703-8560
042-772-0775
042-774-6912
042-772-1225
042-773-9311
042-771-6288
042-768-1980

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

岸野 和広
宮川 大子
森久保 寿宏
井上 準子
藤田 勇作
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
榊 政三
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
大谷 洋子
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
株式会社ダスキンニューサガミ 代表取締役 志村 眞夫
有限会社多摩ランドリー 代表取締役 大硲 公義
岩崎 和典
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一
吉田 満
有限会社村山商会 代表取締役 村山 章
有限会社ハニードライ 代表取締役 大塚 祐二
上原 豊
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
平井 十世子
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
本橋 寿美子
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一
ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 安道 光二
株式会社成玉舎 代表取締役 早坂 欣一
穂高株式会社 代表取締役 松岡 龍雄
梶野 佳子
中島 敏夫
吉川 実
有限会社日本活性瀘過工業 代表取締役 田島 恒夫
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
門倉 マツ子
荒木 妙子
牧野 剛之
荒木 薫
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
有限会社平本商会 代表取締役 平本 眞言
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
金安 勉
名畑 重光
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄

H02.04.10
S53.05.10
H14.07.30
H01.05.11
H20.04.01
H28.12.16
S52.06.16
S42.11.29
H13.02.19
H20.08.12
H24.07.23
S58.07.16
S58.04.15
H08.03.22
H19.01.19
H12.05.11
H10.03.31
H28.06.23
H06.09.02
H24.03.29
S63.03.26
H19.05.23
H03.12.10
H19.01.23
H18.02.23
H18.06.14
H22.09.14
H10.05.12
S62.02.03
S52.11.18
H18.12.20
S58.11.22
S57.03.20
H22.02.09
H31.04.08
H27.12.04
H15.05.29
H08.12.09
H19.04.17
H18.02.22
H02.03.20
H21.04.08

種別
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
ホワイト急便 たからや相模湖店
ＡＫランドリー 大島団地店
（株）ダイヤドライセンター 三ヶ木店
ホワイト急便モトムラ根小屋店
コピオ相模原インター店
ピータークリーナース
クリーニングさとう
津久井クリーナー
ＡＫランドリーコピオ城山
三井屋クリーニング店
白洋舎 橋本八丁目チェーン店
ＭＡＸクリーニング橋本店
三栄クリーニング
洗宅便
クリーニングショップ 大関
アパホテル〈相模原 橋本駅前〉
クリーニング 北島
長崎屋クリーニング 橋本店
新洗館
ユニバース ビーズモール店
株式会社 白洋舎橋本北口チェーン店
清洗舎 吉田ランドリー
ＭＡＸクリーニング橋本北口店
クリーニングＳＨＯＰフジ・ミウィ店
洗濯王橋本３丁目店
ホワイト急便 フォレストショッピングセンター橋本店
ダイヤ．ドライセンター橋本駅前店
日本シングランドリー 京王橋本店
クリーニング セブン
セキネクリーニング役場前店
有限会社 関根クリーニング店
ホワイト急便久保沢１丁目店
洗濯王作の口店
クリーニングショップ フラット 下九沢店
ダスキン相模
クリーニング ミキ
さわやかクリーニング 下九沢店
ホワイト急便 下九沢店
ホワイト急便 相模原工場
ヤングクリーニング 麻溝台店
ローレル 太田商店
株式会社 アクアサービス

施設所在地
緑区寸沢嵐９３３－１
緑区上九沢４－１２２
緑区三ケ木３６３－１
緑区根小屋１４６７－３
緑区向原４－２－３
緑区向原２－１－１
緑区原宿３－５－３
緑区原宿３－４－５
緑区原宿３－１０－１
緑区橋本台２－９－３
緑区橋本８－３１－３
緑区橋本８－２７－３
緑区橋本８－１７－２３
緑区橋本７－６－１５－１０２
緑区橋本６－４６－９
緑区橋本６－４－１２
緑区橋本６－３４－１１
緑区橋本６－２７－１３
緑区橋本６－２６－１３
緑区橋本６－２－２ Ｅ２０２
緑区橋本６－１９－１２
緑区橋本６－１５－５
緑区橋本４－１１－４３
緑区橋本３－２８－１
緑区橋本３－２０－５
緑区橋本３－１４－３
緑区橋本２－７－９
緑区橋本２－３－６
緑区久保沢２－１５－１３
緑区久保沢１－１－４１
緑区久保沢１－１－１５
緑区久保沢１－１０－４１
緑区下九沢４４３－１
緑区下九沢２１２１
緑区下九沢２１１４－１
緑区下九沢１９４３
緑区下九沢１７７９－１
緑区下九沢１７５０－１３
緑区下九沢１７０－４
南区麻溝台８－７－２
南区麻溝台８－２４－１
南区麻溝台７－３－１０

施設電話番号
042-685-1646
042-764-2544
042-780-2371
042-784-5308
042-783-1551
042-783-4686
042-782-7767
042-782-4628
042-782-9242
042-772-2413
042-772-3327
042-772-5502
042-772-4972
042-700-7293
042-772-4584
042-774-8100
042-772-1720
042-772-1664
042-779-0067
042-771-9764
042-772-7558
042-772-2023
042-771-0170
042-700-7661
042-779-4286
042-771-5847
042-703-8200
042-771-6841
042-782-4477
042-782-8538
042-782-2600
042-782-1966
042-760-0261
042-774-7227
042-762-5025
042-761-7140
042-763-0598
042-761-9222
042-745-8701
042-745-5127
042-767-8335

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
株式会社エーケー 代表取締役 荒木 薫
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
棟田 加代子
嶽本 香織
株式会社エーケー 代表取締役 荒木 薫
佐藤 秀雄
佐藤 秀雄
有限会社エイ・ケイ・ランドリー 代表取締役 荒木 薫
村井 克広
木下 實
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
田島 慎一
株式会社ラ・カーサ 代表取締役 飯村 徳人
大関 俊男
アパホテル株式会社 代表取締役 元谷 芙美子
北島 慶一
森 多枝子
株式会社新光 代表取締役 深澤 勝
牧野 剛之
株式会社榎本商店 代表取締役 榎本 清
吉田 寛
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
小俣 良三
有限会社関根クリーニング店 代表取締役 関根 喜八
有限会社関根クリーニング店 代表取締役 関根 喜八
川手 好子
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一
有限会社 平本商会 代表取締役 平本 眞言
カトウ株式会社 代表取締役 加藤 千代江
山口 秀孝
有限会社安部クリーニング 代表取締役 安部 洋
松本 正七
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
五味 敏子
太田 まさ代
株式会社アクアサービス 代表取締役 本間 正敏

H15.06.30
H13.02.13
H14.04.23
S54.11.09
H27.07.09
H16.09.17
H19.05.31
S62.12.04
H06.11.29
H07.02.16
H22.03.10
H18.06.19
S46.10.05
H28.02.24
H15.04.11
H28.10.12
S49.02.18
H13.09.20
H13.10.25
H12.11.22
H16.04.12
S49.08.19
H20.03.19
H15.10.22
H19.01.19
H13.11.30
H30.06.28
H04.06.29
H09.03.28
S61.02.14
H03.03.11
H12.01.31
H19.01.23
R01.09.26
H17.03.08
S54.01.24
S58.03.01
H12.05.26
H04.03.19
S63.11.21
H08.07.15
H20.07.23

種別
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
有限会社ハイソフト・ケミカルズ
丸京クリーニング
株式会社 ダスキンニューサガミ
ダスキン麻溝台支店
ユニオンランドリー
ドライクリーニング 五十嵐ランドリー
（有）クリーニング相洋
MAXクリーニング 豊町店
グランシーズン相模大野 フロント
きぬたやクリーニング
ヤングクリーニング 文京店
ＡＫランドリー 文京店 コミュニティストア せきの店
キャプテン 相模原店
ＭＡＸクリーニング サウザンロード店
クリーニング相洋小田急相模原駅前店
ポニークリーニングＯｄａｋｙｕＯＸ相模原店
くろーばー
依田ランドリー
三愛ドライ
スワン
クリーニング相洋 東林７丁目店
サンアップランドリー
（有）スカイクリーニング
有限会社 スカイクリーニング
（有）ジョイフルクリーニングアサヒ東林間店
ケミカルクリーナー よしむら
クリーニングショップ ピュア 本店
ダスキン 不二美
大成舎クリーニング
クリーニングショップひまわり 東林間店
美洗館 東林間三丁目店
ソングクリーニング
美洗館 オガタフォト店
（有）日本シングランドリー 東大沼店
清原ランドリー
ＡＫランドリー大沼店
ダイヤ．ドライセンター 東大沼店
伊藤クリーニング店
ＡＫランドリー クリーニング ニトリ店
クリーニング相洋 大野台５丁目店
クリーニング 林
クリーニングショップ モリ

施設所在地
南区麻溝台７－２５－９
南区麻溝台７－２４－４８
南区麻溝台６－９－１０
南区麻溝台６－４－４１
南区麻溝台６－１８－３
南区麻溝台５－８－２
南区麻溝台１－２－３５
南区豊町１３－１１
南区文京２－７－９
南区文京２－７－１
南区文京２－２３－１０
南区文京１－４－３
南区南台５－１５－１２
南区南台５－１４－２０
南区南台５－１０－１２
南区南台３－２０－１
南区当麻８８７－４
南区当麻７４７－１
南区東林間７－３４－１０
南区東林間７－１３－３７
南区東林間７－１３－３４
南区東林間６－１８－２０
南区東林間６－１－２０
南区東林間６－１－２０
南区東林間５－１－１０
南区東林間５－１０－２
南区東林間４－１３－６
南区東林間３－７－９
南区東林間３－７－１０
南区東林間３－６－９
南区東林間３－４－３
南区東林間１－６－１２
南区東大沼４－１－７
南区東大沼３－４－３
南区東大沼３－１－２
南区東大沼２－７－４９
南区東大沼２－２９－５
南区東大沼２－２８－６

施設電話番号
042-705-2480
042-815-3306
042-748-9666
042-748-5505
042-744-1328
042-746-0402
042-747-2342
042-766-7950
042-766-1181
042-744-0112
042-742-5567
042-765-0706
042-748-9095
042-741-4508
042-749-3166
042-740-2733
042-778-6331
042-778-0109
042-742-7819
042-743-0469
042-740-2661
042-743-3571
042-743-5206
042-743-5206
042-747-6291
042-745-2555
042-742-4151
042-743-0166
042-743-2579
042-766-7675
042-743-1134
042-747-4569
042-766-9001
042-747-1254
042-743-9248
042-752-2742
042-745-1742
042-745-5047
南区大野台６－１－１ ニトリモール相模原 １F 042-752-0123
南区大野台５－１０－１１
042-754-4268
南区大野台４－１４－３
042-759-3067
南区大野台３－２９－１
042-751-0190

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

H26.11.20
H22.03.03
株式会社ダスキンニューサガミ 代表取締役 志村 眞夫
H12.08.01
株式会社ダスキンニューサガミ 代表取締役 志村 眞夫
H12.08.01
関 修
H07.03.07
五十嵐 偉司
S49.03.27
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
S62.11.20
株式会社MAX ZAMA 代表取締役 太田 貢市
H25.09.18
有限会社シティー・ライフ 代表取締役 古塩 良信
H20.04.30
上條 邦弘
H17.05.24
松中 時子
H08.03.01
関野 徹也
H21.04.10
有限会社キャプテン商事 代表取締役 平本 忠
H03.03.25
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
H19.03.09
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
H20.11.07
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
H27.07.31
小林 勇
H12.03.09
依田 友彦
S46.12.28
青井 斐子
H01.04.20
斎藤 雄三
H04.12.08
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
H05.03.19
大塚 勝治
S51.02.27
有限会社スカイクリーニング 代表取締役 太田 豊治
H19.09.21
有限会社スカイクリーニング 代表取締役 太田 豊治
H14.11.27
有限会社ジョイフルクリーニングアサヒ 代表取締役 佐藤 大幸 H19.03.15
吉村 勉
S45.03.20
有限会社東林間クリーニング 代表取締役 和田 恒則
S63.12.24
石塚 鵬
S53.03.04
有限会社大成舎クリーニング 代表取締役 河口 栄二
S58.01.31
株式会社サンアイ 代表取締役 鈴木 淳視
H19.11.28
小沢 利雄
H09.02.21
中村 溶子
H07.11.27
小方 民和
H07.01.20
谷口 芳江
H01.05.06
清原 清
S41.07.01
小野 栄好
H20.04.24
渡部 亜紀子
H19.02.13
伊藤 幸夫
S48.03.10
嶽本 香織
H25.08.23
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
H06.05.12
林 正五
S62.02.14
有限会社淵野辺ランドリー 代表取締役 森 博
S63.01.29
有限会社ハイソフト・ケミカルズ 代表取締役 古塩 将人
田中 豊高

種別
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
一般店
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
施設所在地
施設電話番号
鈴屋クリーニング大野台店
南区大野台２－３１－８
042-751-9266
日本シングランドリー 大野台店
南区大野台２－２６－１７
042-756-0020
クリーニング林
南区大野台２－２５－１
042-759-5733
エーケー 古淵店
南区大野台１－３－１２
042-752-2514
ＡＫランドリー 古淵店
南区大野台１－３－１２
042-752-2514
ダイヤドライセンター 大野台店
南区大野台１－２４－９
042-755-9641
（有）クリーニング共和
南区大野台１－２２－１４
042-758-4357
（株）白洋舎 相模大野サービス店
南区相模大野９－１－１６
042-742-9005
ＭＡＸクリーニング大野南店
南区相模大野８－１０－６
042-766-9239
パークスクエア相模大野
南区相模大野７－３５－１
042-702-1530
クリーニングショップひまわり 大野南口店
南区相模大野７－２４－１０
042-740-0243
南区相模大野７－１－９ ライオンズステーションプラザ１階042-747-0171
プラザクリーニングＡＫ
南区相模大野７－１８－３ シングルハイツ相模大野１０４
スカイクリーニング
042-745-9906
MAXクリーニング 相模大野店
南区相模大野６－７－９
042-749-2440
㈲ジョイフルクリーニングアサヒ相模大野店
南区相模大野６－１７－１３
042-745-2018
三洋
南区相模大野６－１５－１１
042-742-1018
ＭＡＸクリーニング文京店
南区相模大野５－４－９
042-743-5994
クリーニングショップ ひまわり 大野北口店
南区相模大野５－２７－６－１Ｆ
042-747-2785
クリーニング サニー
南区相模大野５－２５－９
042-742-1675
秋山商会
南区相模大野５－２３－４
042-742-7727
スリーエフ
南区相模大野５－２－１１
042-747-3707
白洋舎 相模大野ステーションスクエア サービス店 南区相模大野３－８－１ 小田急相模大野ステーションスクエア７Ｆ
プラウドタワー相模大野
南区相模大野３－３－２
042-745-2350
ポニークリーニング ライフ相模大野店
南区相模大野３－２－１
042-747-3323
ユニバース 相模台店
南区相模台７－３６－２５
042-743-3568
㈱ダイヤ・ドライセンター 桜台店
南区相模台７－２９－１１
042-743-1198
後藤クリーニング商会
南区相模台６－２７－５
042-745-5090
丸高クリーニング
南区相模台６－２６－５
042-743-6860
クリーニングショップ オオハシ スーパー さがみ店 南区相模台６－２－１０
042-747-2342
バリュークリーニング 相模台店
南区相模台５－８－１０
042-711-6135
ゆうせん
南区相模台４－３－９
042-742-0404
豊川クリーニング商会
南区相模台４－１－２
042-742-3390
クリーニング ソーヨー
南区相模台２－１３－８
042-746-8872
美洗館 はとや店
南区相模台２－１－３
042-744-1025
市川ランドリー
南区相模台１－６－１０
042-744-1724
（有）サンホワイト 相武台団地店
南区相武台団地２－３
0462-53-2945
ドライクリーナー ウィン
南区相武台１－２６－２
0462-51-3612
ベル ドライクリーニング
南区相武台１－１１－２
0462-56-4793
髙橋クリーニング
南区相武台１－１０－２３
0462-51-0402
ニック 小田急相模原店
南区相南４－３－３４
042-743-2933
太洋ランドリー
南区相南４－３－１
042-742-1574
誠信舎
南区相南３－１５－５
042-745-0587

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

H27.10.02
H22.01.18
H08.06.25
H19.09.20
H17.04.28
S52.03.07
H11.11.17
S62.10.20
H17.09.22
H26.12.15
H14.12.10
H13.03.06
H19.09.21
H27.06.26
有限会社ジョイフルクリーニングアサヒ 代表取締役 佐藤 大幸 H19.03.15
浦島 昭夫
S39.04.06
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
H20.10.22
株式会社サンアイ 代表取締役 鈴木 淳視
H17.04.27
寺坂 武
H04.04.10
秋山 隆司
S39.03.16
大橋 金重
S52.03.30
株式会社白洋舎 代表取締役 松本 彰
H26.11.18
ヤマトホームコンビニエンス株式会社 代表取締役 和田 誠
R01.08.01
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
H25.03.13
今井 綾子
H02.08.28
下田 洋子
H04.05.16
後藤 正夫
S47.04.27
髙木 登茂榮
S45.06.30
大橋 金重
S58.03.14
有限会社ウィン 代表取締役 田所 優樹
H27.10.23
千田 侑喜
H04.01.23
半田 正敏
S51.07.17
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
S63.06.23
渡辺 裕
H04.06.09
市川 功
S55.04.15
砂田 政美
H08.09.20
有限会社ウィン 代表取締役 田所 優樹
H01.05.06
鈴木 英資
S63.03.03
髙橋 勝男
S43.08.24
株式会社ウォームス・オブ・ハンド 代表取締役 西川 芳雄 H04.02.28
岡部 正行
S50.06.26
佐藤 昭平
S46.07.28
有限会社鈴屋 代表取締役 市村 勇
大竹 キヨ子
林 正五
株式会社エーケー 代表取締役 荒木 薫
荒木 哲雄
福田 静江
有限会社クリーニング共和 代表取締役 佐藤 八郎
株式会社白洋舎 代表取締役 松本 彰
有限会社ＭＡＸクリーニング 代表取締役 太田 貢市
伊藤忠ユニダス株式会社 代表取締役 萩原 能成
株式会社サンアイ 代表取締役 鈴木 淳視
一宮 百々代
有限会社スカイクリーニング 代表取締役 太田 豊
株式会社MAX ZAMA 代表取締役 大田 貢市

種別
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
一般店
一般店
一般店
一般店
一般店

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
クリーニング 西村商会
ドライクリーニング よしむら
渡辺クリーニング店
長野ランドリー
相和クリーニング
アスナログループ アートクリーニング
サワタリクリーニング
ダイヤ．ドライセンタートミー店
長野ランドリー
ＡＫランドリー 一本橋店
美洗館 上鶴間店
ＡＫランドリー やぐち店
㈱ダイヤ．ドライセンター 町田南口店
三和クリーニング
美洗館 郡山店
東芝林間病院
クリーニングショップピュア
プラウドシティ東林間マンション
ＭＡＸクリーニング 東林間店
有限会社桔梗屋
有限会社 ドライクリーナートップ
大成舎
ヤングクリーニング 上鶴間店
美洗館 上鶴間店
ドライハウスキララ 小田急相模原店
ドライクリーニング 岩滝商会
中村クリーニング店
（有）ジョイフルクリーニングアサヒ
クリーニング なかや
クリーニング相洋 大沼店
アートクリーニング
玉園クリーニング
クリーニング相洋 若松店
美洗館 若松店
岩滝クリーニング店
クリーニング みゆき商会
ヤマトクリーニング店
丸一クリーニング
（株）ダイヤ ドライセンター 御園店
ホワイト急便 古淵４丁目店
ヤングクリーニング 古渕店
クリーニングショップ モリ

施設所在地
南区相南１－１２－１０
南区双葉２－１２－２
南区西大沼２－４７－２２
南区西大沼１－２０－１９
南区新戸２９５８
南区新磯野１－２７－１３
南区上鶴間本町９－２０－１０
南区上鶴間本町８－６－１
南区上鶴間本町８－２７－６
南区上鶴間本町５－３１－１８
南区上鶴間本町５－２４－７
南区上鶴間本町４－４８－１４
南区上鶴間本町２－１３－３
南区上鶴間本町１－１６－１４
南区上鶴間８－１７－３９
南区上鶴間７－９－１
南区上鶴間７－６－６
南区上鶴間７－３－１
南区上鶴間６－２８－４
南区上鶴間６－２７－３
南区上鶴間６－２１－１５
南区上鶴間５－８－９
南区上鶴間５－１６－２
南区上鶴間１７１０－３
南区松が枝町９－１２ ＭＫビル１Ｆ
南区松が枝町１６－３
南区若松６－５－２７
南区若松４－１７－１９
南区若松４－１７－１７
南区若松４－１３－３
南区若松３－３９－８
南区若松３－２１－４
南区若松２－４－６
南区若松２－２０－３１
南区若松２－１５－６
南区御園３－３９－１４
南区御園３－１０－２
南区御園２－２３－１２
南区御園１－３－１３
南区古淵４－７－２１
南区古淵３－３－７
南区古淵３－２８－１ ランバーパート６ １F

施設電話番号
042-742-9976
042-743-3021
042-746-0761
042-752-7313
046-253-7670
046-255-0468
042-744-0866
042-742-5866
042-747-1005
042-745-0648
042-746-2327
042-705-3216
042-744-2224
042-743-5496
042-733-1212
042-742-3577
042-766-8559
042-743-3009

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

042-743-7885
042-744-2477
042-742-5929
042-742-5260
042-765-1686
042-743-3863
042-742-4221
042-744-0151
042-741-5067
042-740-1210
042-743-0128
042-743-1274
042-744-4656
042-742-2183
042-744-2783
042-743-0586
042-746-2754
042-742-7176
042-745-2179
042-755-9789
042-751-7056
042-748-4611

確認年月日

S44.03.14
S54.01.18
S49.05.07
S39.11.21
H25.03.11
H04.03.27
H06.06.24
H27.03.05
S62.01.28
S63.01.15
H14.04.01
H22.09.07
H12.09.25
S44.09.24
H15.07.16
S57.01.06
H18.10.03
H18.03.29
H19.05.07
H18.02.14
有限会社ドライクリーナートップ 代表取締役 上田 洋司
H04.03.04
向 豊明
S53.02.28
小松 孝通
S63.12.07
新舟 幸子
S61.04.28
株式会社雲母 代表取締役 加藤 力
H07.03.24
岩滝 裕
S44.05.16
沢田 光雄
S42.03.03
有限会社ジョイフルクリーニングアサヒ 代表取締役 佐藤 大幸 H07.02.14
嶽本 香織
H25.07.03
吉沢 勝治
H14.06.20
伊藤 豊三
S58.11.22
安江 玉吉
S62.09.18
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
H19.02.23
石野 修司
H10.03.25
岩滝 憲二
S55.12.19
諸橋 忠
H03.07.26
長谷部 信夫
S50.09.08
二宮 豊年
S62.03.24
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H05.05.12
細谷 洋世
S63.07.22
ビクター商事株式会社 代表取締役 大内 稔
H15.08.20
有限会社渕野辺ランドリー 代表取締役 森 博
H27.10.28

西村 裕三
吉村 勉
渡辺 章夫
和田 清次
斉藤 静夫
伊藤 豊三
讃渡 ハルヱ
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
和田 正彦
本田 トミ子
碓井 保
荒木 妙子
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
依田 健三
郡山 久男
東芝林間病院 院長 清水 直史
有限会社東林間クリーニング 代表取締役 和田 恒則
株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
042-743-7753 有限会社桔梗屋 代表取締役 北川 義友

種別
一般店
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
うさちゃんクリーニング イトーヨーカドー古淵店
（有）クリーニング共和 ペルル
株式会社ダイヤ・ドライセンター 原当麻店
スーパー三和 麻溝店
有限会社ダスキン蛍光舎 ダスキン下溝支店
クリーニングサービス アスナロ本店
ＡＫランドリー 鵜野森店
ＡＫランドリー 鵜野森店
クリーニングショップひまわり 磯部店
渋谷商店
藤森クリーニング
大成舎クリーニング
ＡＫランドリー 光が丘大通り店
クリーニングショップ ひまわり 陽光台店
長野ランドリー
白栄舎
スギ薬局 陽光台店・クリーニング
ＡＫランドリー 矢部店
㈱ダイヤ．ドライセンター 矢部駅前店
林 ランドリー
洗濯王矢部１丁目店
株式会社エコクリーニング クレオ
ホワイト急便弥栄１丁目店
只木屋クリーニング店
日本シングランドリー 並木あおば店
エクセル・クリーナース
クリーニング相洋 並木店
㈱ダスキン サンライズ
クリーニングショップ おおもり
クリーニングショップフラット 淵野辺本町店
ポニークリーニング グルメシティ淵野辺本町店
ポニークリーニング エスポット相模原淵野辺店
いけはらクリーニング 本店
ホワイト急便 渕野辺グルメシティ前店
クリーニングショップ モリ
（有）川上ランドリー
（有）日本シングランドリー 淵野辺店
ＭＡＸクリーニング淵野辺店
ＭＡＸクリーニング淵野辺駅前店
三和 富士見店
ＭＡＸクリーニング富士見店
（株）ダイヤ．ドライセンター ヨークマート富士見店

施設所在地
南区古淵３－１３－３３
南区古淵２－１０－１ ジャスコ内
南区下溝７５６－４
南区下溝５９８－１
南区下溝３０９－４
南区鵜野森１－３－１
南区鵜野森１－３０－５
南区鵜野森１－３０－５
南区磯部１８４１－１
南区旭町２４－２３
中央区緑が丘２－１０－５
中央区陽光台６－６－１１
中央区陽光台４－７－６

施設電話番号
042-751-2541
042-769-7638
042-777-2323
042-777-3003
042-778-4488
042-743-0654
042-766-6044
042-766-4150
046-254-5901
042-742-8180
042-755-7941
042-752-9910
042-754-4165
中央区陽光台２－３－２ ソレアード陽光台１０３号室 042-757-3655
中央区陽光台２－２１－７
042-754-6459
中央区陽光台２－１８－１４
042-754-3703
中央区陽光台２－１－３
042-758-6332
中央区矢部３－１９－９
042-853-5969
中央区矢部３－１８－１
042-755-7940
中央区矢部２－２０－２４
042-752-4317
中央区矢部１－１８－１７
042-751-8121
中央区弥栄２－９－１０
042-750-4733
中央区弥栄１－２－１６－１０１
042-756-1019
中央区並木４－４－２４
042-752-7182
中央区並木３－３－１
042-753-5470
中央区並木３－１８－２７
042-758-3778
中央区並木２－１５－７
042-753-0589
中央区淵野辺本町３－２２－１６
042-753-0518
中央区淵野辺本町２－３２－３
042-758-6923
中央区淵野辺本町２－１５－２１
042-757-2033
中央区淵野辺本町２－１５－２１
042-751-5410
中央区淵野辺５－１－９ エスポット淵野辺店２階
042-750-0277
中央区淵野辺４－８－２
042-752-2245
中央区淵野辺４－２８－６
042-758-6102
中央区淵野辺３－９－１７
042-753-2085
中央区淵野辺３－２－１５
042-752-2311
中央区淵野辺３－１２－５
042-753-7899
中央区淵野辺１－２－４０
042-769-5677
中央区淵野辺１－１５－１１
042-707-8342
中央区富士見６－５－７
042-752-5007
中央区富士見６－１５－１３
042-754-0759
中央区富士見５－３－１
042-755-5022

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

株式会社南洋舎 代表取締役 中條 静子
有限会社クリーニング共和 代表取締役 佐藤 八郎
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
嶽本 香織
有限会社ダスキン蛍光舎 代表取締役 志村 俊治
有限会社伊川ランドリー 代表取締役 伊川 佳延
長瀬 保之
長瀬 保之
株式会社サンアイ 代表取締役 鈴木 淳視
西村 裕三
藤森 勇
有限会社大成舎クリーニング 代表取締役 古沢 久次
荒木 響子
株式会社サンアイ 代表取締役 鈴木 淳視
和田 幹男
壽盛 美則
三橋 崇子
瀧内 香代
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
林 三郎
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一

H27.03.25
H11.11.17
H04.09.22
H27.10.09
H18.01.25
H13.09.27
H26.08.07
H20.11.17
H16.09.07
H22.10.07

株式会社エコクリーニング クレオ 代表取締役 横山 和広

有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
彦坂 信司
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
石田 進
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
株式会社ダスキンサンライズ 代表取締役 篠﨑 一郎
大森 憲治
有限会社平本商会 代表取締役 平本 眞言
穂高株式会社 代表取締役 松岡 龍雄
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
有限会社池原クリーニング店 代表取締役 遠藤 正典
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
有限会社淵野辺ランドリー 代表取締役 森 博
有限会社川上ランドリー 代表取締役 川上 登喜男
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
有限会社ＭＡＸ相模原 取締役 太田 智也
嶽本 香織
有限会社ＭＡＸクリーニング 代表取締役 太田 貢市
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄

S60.10.08
H19.08.20
H24.01.05
S51.03.24
S49.05.30
R01.12.18
H20.05.23
H19.03.06
S50.01.22
H19.01.22
H20.01.16
H16.06.17
H07.03.09
H26.04.18
H12.01.25
S63.06.23
H17.07.15
H13.03.09
H29.05.01
H21.07.17
H28.12.14
H01.08.02
H17.05.12
H05.03.15
S58.12.28
H19.09.25
H21.11.04
H30.09.25
H27.11.17
H17.04.25
H05.08.03

種別
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
有限会社 しまや
（有）日本シングランドリー 南橋本店
（有）クリーニングショップ エクセル
ホワイト急便 東淵野辺４丁目店
（有）クリーニング共和
クリーニングショップ ダイトー
ＡＫランドリー 東淵野辺店
ヤング 第二工場
株式会社デイベンロイ 相模原営業所
日本シングランドリー 塩田店
（株）ダイヤ、ドライセンター 田名工場
ダスキンエルビー相模原店
ダイヤ、ドライセンター 田名堀ノ内店
日本シングランドリー 上田名店
ヨーク・マート 田名店
（株）ダイヤ．ドライセンター アルズ田名店
有限会社せんたく家
株式会社みやざき洗染 神奈川事業部
株式会社みやざき洗染 相模原第２工場
モトムラクリーニング 四ツ谷店
関東メディカルサービス株式会社
清洗舎 吉田ランドリー
クリーニングトップ
ピュア・ブルー
志村クリーニング
洗濯王中央４丁目店
（有）安部クリーニング店
ホワイト急便 中央三和店
ダスキン・ミリオン
ＡＫランドリー
ＭＡＸクリーニング
ＡＫランドリー 西門本店
（有）日本シングランドリー 本店
有限会社 ＡＫランドリー
日本シングランドリー工場
クリーニングショップ フジ
（株）エーケー
有限会社 日本シングランドリー相模原店
マミークリーニング ダイエー相模原店
アデニウムタワー相模原
有限会社 みどり屋ランドリー
有限会社モトムラ

施設所在地
中央区氷川町１７－２
中央区南橋本２－４－１４
中央区東淵野辺５－８－１０
中央区東淵野辺４－３５－１０
中央区東淵野辺４－２－２
中央区東淵野辺４－１３－３７
中央区東淵野辺２－１０－４ 白井ビルＢ－３

中央区東淵野辺１－９－８
中央区田名塩田４－１１－３
中央区田名塩田３－２－１４
中央区田名７１９８－２
中央区田名６３４２－１
中央区田名４７０６
中央区田名４６９３－３
中央区田名４６９３－１
中央区田名４４８４
中央区田名３８２４－１
中央区田名３３７８
中央区田名３３６１－１
中央区田名３１５２－５
中央区田名２８４２－５
中央区田名１９０７－１１
中央区中央５－７－１
中央区中央５－２－１７－１F
中央区中央５－１０－１３
中央区中央４－８－２１
中央区中央１－９－１６
中央区中央１－２－１
中央区大野台３－１－１
中央区相模原７－７－４
中央区相模原６－４－２１
中央区相模原６－２６－５
中央区相模原６－２５－７
中央区相模原６－１－６
中央区相模原６－１１－１４
中央区相模原４－７－１９
中央区相模原４－６－１６
中央区相模原４－２－１３
中央区相模原３－９－２１
中央区相模原３－４－２
中央区相模原１－８－６
中央区相模原１－３－６

施設電話番号
042-752-3125
042-773-6836
042-753-8355
042-756-0572
042-754-4575
042-719-4782
042-810-5704
042-757-3026
042-777-2545
042-761-4400
042-764-2611
042-762-1510
042-762-3772
042-762-5998
042-761-0004
042-761-2202
042-761-7726
042-761-7726
042-762-3240
042-761-2664
042-761-0226
042-776-5672
042-756-6654
042-752-0500
042-755-9989
042-753-1592
042-751-6101
042-755-2044
042-752-6842
042-756-2152
042-754-0244
042-752-3108
042-752-2742
042-752-3108
042-782-6211
042-752-3108
042-752-0632
042-776-6807
042-752-3118
042-771-1411

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

H17.06.15
H06.05.23
有限会社クリーニングショップ エクセル 代表取締役 小野 健
H22.09.27
石丸 豊子
H04.07.06
有限会社クリーニング共和 代表取締役 佐藤 由延
H12.03.14
有限会社大東商会 代表取締役 大河内 郁夫
H24.02.24
内田 由加里
H20.11.14
ビクター商事株式会社 代表取締役 大内 稔
S55.05.20
株式会社デイベンロイ レスリー・ケン・ヤマダ
H18.07.25
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
H18.01.31
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H02.07.13
株式会社エルビー 代表取締役 平田 明宏
H21.09.17
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H09.09.29
熊沢 明
H12.07.12
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H15.06.18
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H08.11.22
有限会社せんたく家 代表取締役 檜林 雅司
H21.04.08
株式会社みやざき洗染 代表取締役 三好 紀之
H17.07.13
株式会社みやざき洗染 代表取締役 三好 紀之
H22.12.22
小松 仲子
S59.10.25
関東メディカルサービス株式会社 代表取締役 髙野 晃彰 H19.05.29
吉田 正孝
S59.03.22
株式会社清栄 代表取締役 佐藤 隆
H12.08.18
有限会社ドライクリーニングショップラビット 代表取締役 世良 要 H19.06.28
志村 剛
H06.02.17
有限会社モトムラ 代表取締役 藤田 勇一
H19.01.22
有限会社安部クリーニング 代表取締役 安部 洋
S60.03.01
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H28.03.30
下立 昭雄
H07.03.30
荒木 輝穂
H09.09.19
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
H17.03.30
株式会社エーケー 代表取締役 荒木 薫
H12.05.01
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
H22.12.17
有限会社エイケイランドリー 代表取締役 荒木 薫
S56.08.05
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
S59.03.21
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H24.10.12
株式会社エーケー 代表取締役 荒木 薫
H16.06.21
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳
S55.06.16
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H25.11.21
株式会社大京アステージ 代表取締役 三宅 恒治
R01.06.26
有限会社みどり屋ランドリー 代表取締役 横山 房男
S59.08.31
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H24.10.12
有限会社しまや 代表取締役 中里 和男
有限会社日本シングランドリー 代表取締役 加藤 昌芳

種別
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
取次所
一般店
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
㈱ダイヤ．ドライセンター 相模原店
ポニークリーニング セレオ相模原店
ホワイト急便 相生４丁目店
サンホワイト 相生店
ナイスクリーニング相模原店
扇谷クリーニング
株式会社東洋ランドリー 千代田店
株式会社 東洋ランドリー
クリーニング相洋 千代田店
ＡＫランドリー 千代田店
綜合クリーニング三幸
こめこめハウス 清新店
クリ－ニング ダブ
有限会社ベッテンハイム 夢癒工房
和光クリーニング
ＭＡＸクリーニング 星が丘店
ホワイト急便 星が丘店
ホワイト急便星が丘一丁目店
太田屋クリーニング
ホワイト急便 上矢部店
クリーニング トップ上溝店
有限会社 高橋ランドリー
ダイエー上溝店
ポニークリーニング ダイエー上溝店
（株）白洋舎 上溝チェーン店
株式会社ニック 上溝店
クリーニング山﨑
株式会社キレイナ相模原
（株）ＳＲハイクリーンシステム
ニュー冨士クリーニング
堀井クリーニング店
（有）清洗舎
ホワイト急便 上溝田尻店
ガーデンブリーズ光の街
クリーニングショップ フラット 上溝店
ＡＫランドリー コーナン小山
さわやかクリーニング 小山取次店
ホワイト急便 小山２丁目店
ポニークリーニング ヤオコー相模原鹿沼台店
ヤングクリーニング鹿沼台店
三河屋高根店
お洗濯屋さん 猫の手

施設所在地
中央区相模原１－２－２ ＯＳビルⅡ１Ｆ１０１号

中央区相模原１－１－３－２階
中央区相生４－８－３
中央区相生１－２－１８

施設電話番号
042-755-3240
042-758-1133
042-755-2385
042-752-8472

中央区千代田６－２－１３ オーケーストア内Ｂ１Ｆ

中央区千代田４－８－１９
中央区千代田４－１－７
中央区千代田４－１－５
中央区千代田３－６－１５
中央区千代田３－１３－５
中央区青葉１－１１－３３
中央区清新８－６－１８
中央区清新２－８－８
中央区清新１－４－２７
中央区星が丘２－７－２４
中央区星が丘２－１４－５
中央区星が丘２－１４－２２
中央区星が丘１－４－１６
中央区水郷田名１－６－５
中央区上矢部４－２２－７
中央区上溝７－４－１９
中央区上溝７－３－２３
中央区上溝５－１４－１９
中央区上溝５－１４－１９
中央区上溝５－１－２４
中央区上溝５－１２－４
中央区上溝４０１１－５
中央区上溝３９６２－３
中央区上溝３９６２－３
中央区上溝３９１０
中央区上溝３７０－６
中央区上溝２－４－１９
中央区上溝２０３５－６
中央区上溝１９３６－１
中央区上溝１６７３－１
中央区小山３－３７－１
中央区小山３－３－１３
中央区小山２－６－３０
中央区鹿沼台２－９－６

042-752-1968
042-753-0028
042-753-0028
042-755-7896
042-750-8209
042-758-5507
042-733-2315
042-753-2637
042-707-1391
042-752-5309
042-754-9808
042-752-6970
042-757-8866
042-762-5455
042-753-2268
042-762-0243
042-762-0464
042-760-0887
042-763-7330

042-761-2933
042-761-1471
042-764-7711
042-764-7711
042-763-5576
042-778-0211
042-762-1492
042-755-5674
042-757-1764
042-769-1617
042-774-6300
042-771-1917
042-775-7166
042-751-2348
中央区鹿沼台２－１１－１ チサンマンション鹿沼公園１０９ 042-759-0180
中央区高根２－２－２４
042-752-3229
中央区向陽町６－４
050-1040-1292

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

確認年月日

H15.12.03
H27.09.09
H11.01.29
H12.11.17
H20.07.28
H05.03.15
H27.04.16
H06.02.03
H07.12.14
H20.07.25
S55.11.13
H22.08.26
H17.06.08
H29.03.09
H15.12.26
H24.09.28
H02.12.06
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H12.10.31
太田 隆
S39.03.29
井上 容子
H07.11.16
有限会社田中屋酒店 代表取締役 佐藤 健一
H13.05.15
有限会社高橋ランドリー 取締役 髙橋 堅吾
S63.07.16
嶽本 香織
H28.11.25
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
H24.09.28
株式会社白洋舎 代表取締役 松本 彰
S50.04.12
株式会社ニック 代表取締役 西川 芳雄
H29.08.29
山﨑 義正
H13.07.06
株式会社キレイナ 代表取締役 舟掛 研二
R01.08.09
株式会社ＳＲハイクリーンシステム 代表取締役 小杉 望 H30.06.27
松本 徳一
H02.09.17
堀井 貞四郎
S44.08.25
有限会社清洗舎 代表取締役 島田 つね子
S45.04.07
津田 勝彦
H07.07.11
株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊
H21.09.11
有限会社平本商会 代表取締役 平本 眞言
H26.10.22
荒木 妙子
H21.10.30
大内 トヨ子
S44.02.17
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H19.07.05
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
H25.02.07
ビクター商事株式会社 代表取締役 大内 稔
H20.09.25
田島 稔
H12.08.23
三浦 浩司
R01.09.20
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄
穂高株式会社 代表取締役 松岡 永髙
斉藤 金治
大村 照子
有限会社ナガハマ 代表取締役 長濱 竜也
扇谷 菊枝
株式会社東洋ランドリー 代表取締役 松田 圭司
株式会社東洋ランドリー 代表取締役 松田 圭司
神山 宮子
細川 弘子
田部 定
山口 誠司
ダブ有限会社 代表取締役 小林 敬一
有限会社ベッテンハイム 代表取締役 柳 富男
吉田 スミヱ
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
三浪 鼓

種別
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
一般店
一般店
一般店
一般店
一般店
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所

クリーニング所一覧
令和２年３月３１日現在

施設名称
ドライクリナーズショップ 白竜
ホワイト急便グルメシティ光が丘店
ニック 光が丘店
クリーニング相洋 光ヶ丘店
クリーニング マルミ
ホワイト急便 共和店
大鳥居商会
ホワイト急便 共和二丁目店
ユニバース 宮下本町３丁目店
ホワイト急便 宮下本町店
株式会社 エムズ 相模原クリーニング工場
日建リース工業（株）ファンタジスタ店
（株）エムズ 相模原物流センター
株式会社 新ユニバース
ユニバース 相模原工場店
ポニークリーニング ザ・マーケットプレイス相模原店
竹下商店
ダイヤドライセンター 岡本酒店
株式会社ダイヤ．ドライセンター横山台工場直営店
（株）ダイヤ、ドライセンター 横山台工場
ホワイト急便 横山台一丁目店
ＭＡＸクリーニング 横山店

施設所在地
中央区光が丘３－３１－６
中央区光が丘３－３１－３１
中央区光が丘３－２７－１３
中央区光が丘２－２７－２
中央区光が丘１－１５－２３
中央区共和４－１－５
中央区共和３－９－２８
中央区共和２－４－１７
中央区宮下本町３－１４－７
中央区宮下本町２－９－１３
中央区宮下３－１１－１９
中央区宮下２－２２－１・２
中央区宮下２－２０－２１
中央区宮下１－１－１９
中央区宮下１－１－１９
中央区下九沢５７－１
中央区下九沢１１８３－２７
中央区横山台２－１５－１３
中央区横山台１－２４－１８
中央区横山台１－２４－１８
中央区横山台１－１－１
中央区横山１－２－１

施設電話番号
042-756-2261
042-750-2428
042-753-0161
042-752-6961
042-755-1799
042-769-6520
042-754-5254
042-769-0646
042-779-6005
042-782-6211

開設者氏名（法人の場合は、法人の名称及び代表者の氏名）

042-774-2943
042-775-3773
042-815-1116
042-756-7530
042-758-5555
042-758-5555
042-753-4331
042-768-1012

確認年月日

S52.03.09
H21.08.26
S60.12.16
H13.09.27
H10.09.03
H26.05.07
S52.02.18
H08.10.18
H13.01.17
H01.12.16
R01.11.20
H16.12.17
H24.12.26
R01.12.05
株式会社ユニバースドライクリーニング 代表取締役 秋葉 次男 S62.07.01
穂高株式会社 代表取締役 松岡 龍雄
H22.10.26
竹下 幸子
H27.01.30
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H29.02.01
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H22.06.23
株式会社ダイヤ・ドライセンター 代表取締役 菅野 忠雄 H06.09.02
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
H07.09.11
有限会社ＭＡＸ相模原 代表取締役 太田 智也
H19.02.22

佐藤 勝利
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
株式会社ウォームス・オブ・ハンド 代表取締役 西川 芳雄
有限会社クリーニング相洋 代表取締役 大橋 金重
吉野 幸太郎
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
加藤 光明
池田 明子
玉川 純江
有限会社モトムラクリーニング 代表取締役 藤田 勇作
株式会社 エムズ 代表取締役 徳間 壽美子
042-774-4271 日建リース工業株式会社 代表取締役 関山 正
042-775-5760 株式会社エムズ 代表取締役 徳間 寿美子
042-774-2943 株式会社 新ユニバース 取締役 牧野 剛之

種別
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所
取次所
取次所
取次所
一般店
取次所
取次所

