相原二本松商店街 さがみはらポイント利用可能店舗一覧
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店名
ドリーム
Ｎデザイン
相川電気
青木酒店
あき美容室
天野恭子鍼灸クリニック
旭ミートショップ
魚肉の店 さつき
ウエハラ時計眼鏡宝飾店 【ポイント交換店】
（株）うろこ屋
梅澤木材
歌声喫茶・酒場 来夢
遠藤石材店
オリジナルコミニケーションシステム
介護タクシー山口
カメラのカスガ
神奈川協立自動車
カラオケ本舗まねきねこ二本松店
からだケアさがみ
髪ing727
貴沙羅美容院
クリーニングＳＨＯＰ フジ
ケイエヌ美容室
相模原相原郵便局
シミズリビング
サンキューカットモトムラ西橋本店ロイヤルホームセンター内
勝文堂印刷
カラオケスナック レーヌ
スポーツショップサワダ
セブンイレブン相模原二本松三丁目店八木屋支店
セブンイレブン相模原二本松四丁目店
相馬屋酒店
たかぎ酒店
田嶋酒店
タツヤ商店
田沼動物病院
チキンフード大和田

種類
各種保険代理
デザイン事務所
電気工事
和洋酒・食料品・タバコ
美容室
出張マッサージ
肉・惣菜
居酒屋
時計等の宝飾品
健康グッズ販売他
建築、木材販売
スナック・昼カラオケ
墓所・墓石相談及び工事
携帯電話
介護タクシー
カメラ・写真
車検・板金・修理
カラオケ
はり・きゅう・接骨
理容
美容室
クリーニング
美容室
郵便局
ＬＰガス・灯油・不動産
理容
印刷全般
スナック・昼カラオケ
スポーツ用品
コンビニエンスストア
コンビニエンスストア
和洋酒・食料品・タバコ
和洋酒・食料品・タバコ
和洋酒・食料品・タバコ
建築金物・電動工具・高級刃物
動物病院
焼き鳥・唐揚げ

2018.8.1現在
住所
緑区二本松４−２５−１
緑区相原２−３３−１
緑区二本松４−１１−１８
緑区相原３−２８−９
緑区二本松１−６−２９
緑区二本松４-３０−５
緑区二本松３−４−９
緑区二本松４−２６−２０
緑区二本松１−１０−２４
緑区二本松３−１８−１−１Ｆ
緑区二本松２−２４−４
緑区二本松１−１−３
緑区二本松２−３１−２８
緑区二本松３−１８−１
緑区相原４−４−６
緑区二本松４−２８−１２
緑区橋本台１−２３−２３
緑区二本松３−１−１１
緑区原宿１−７−１３
緑区下九沢２５１０
緑区二本松４−２４−３０
緑区二本松１−２−１９
緑区二本松１−２０−１６
緑区相原４−１２−３
緑区二本松１−２−２２
西橋本３−９−８ ロイヤルホームセンター内
緑区二本松１−１０−２３
緑区二本松３−１−６
緑区二本松４−２４−２８
緑区二本松３−１９−８
緑区二本松４−２３−１２
緑区二本松１−２８−１７
緑区二本松１−２−１８
緑区二本松４−２５−１０
緑区二本松３−１−１４
緑区二本松１−９−３０
緑区二本松４−２５−１１

ＴＥＬ
０４２−７００−１５５５
０４２−７７０−７７２０
０４２−７７１−６２８５
０４２−７７２−２０３５
０４２−７７１−１２４８
０９０−６１５６−８３１２
０４２−７７２−３６０４
０４２−７７２−３４０４
０４２−７７３−１９７４
０４２−７０３−６０９０
０４２−７７３−４１０１
０４２−７７４−９３４４
０４２−７７１−５７５２
０４２−７１５−５００１
０４２−７７１−５３５４
０４２−７７３−１８４５
０４２−７７３−１５５１
０４２−７０３−４２７７
０４２−７８５−３５３５
０４２−７６１−４７７４
０４２−７７２−４７６３
０４２−７３３−５９３４
０４２−７７３−３４７７
０４２−７７１−７７９４
０４２−７７２−５３５７
０４２−８５４−３９９３
０４２−７７３−８４８７
０４２−７７３−２２６４
０４２−７７３−５７５５
０４２−７７２−３４３６
０４２−７７４−０７１７
０４２−７７１−３６６８
０４２−７７２−０９５２
０４２−７７２−４３１６
０４２−７７１−４７０１
０４２−７７９−００２０
０４２−７７１−００４７

Ｎｏ.
店名
種類
38 中村建材店
建設・建築資材
39 田中設備企画
水まわりのトラブル
40 鈴輪舎
二輪車買取・引き取り
41 二本松薬局
薬・資生堂化粧品
42 浜田製菓
和菓子製造販売
43 ほさか動物病院
動物病院
44 美晶堂二本末店
はんこ
45 美容室ＮＥＸＴ
美容室
46 美容室青
美容室
47 美容室こすもす
美容室
48 プラスワン美容室
美容室
49 大光
健康関連商品
50 ホワイト急便モトムラクリーニング本店
クリーニング
51 ホワイト急便モトムラクリーニンググルメシティ前店
クリーニング
52 マル成水産
鮮魚
53 峰尾商店
ＬＰガス・灯油
54 森崎住設
設備工事
55 モアコンストラクション
マンション・ビル施工
56 八百芳
青果
57 やべでんき
家電販売・修理
58 読売新聞橋本西部サービスセンター
新聞販売
59 ラーメンたんぽぽ
ラーメン
60 ライフ・ドゥ不動産
不動産
61 リフォームショップ ロッキー
住宅リフォーム
62 raf-ruf（ラフラフ）
美容室
63 れすとらん碇屋
レストラン・弁当宅配
64 レストラン栗の里
レストラン
65 和楽遊膳 おざわ
和食
66 サロン遊美
美容室
67 家事介護ワーカーズはっぴー
介護保険・障害福祉・訪問介護
68 和楽 忠や
和食
69 美容室Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ 〜Ｎ〜
美容室
70 トリミングサロン アドニス
ペットサロン
71 和房 味季（あき）
居酒屋
72 ビーランド
蜂蜜
★印のお店でさがみはらポイントから商店街商品券への交換を承ります。
※さがみはらポイントを利用可能な店舗は、予告なく変更となる場合があります。

住所
緑区二本松２−１−１０
緑区二本松４−２５−８
緑区二本松１−１−１−１０１
緑区二本松４−２４−２６
緑区二本松４−２６−１７
緑区二本松４−１７−１
緑区二本松４−２２−３９
緑区二本松４−２６−１５
緑区相原４−７−２０
緑区二本松２−１９−５
緑区二本松４−２５−１１ 二本松ライフマート２Ｆ
緑区二本松４−２４−３０
緑区二本松３−１８−３０
緑区二本松４−２５−１１
緑区二本松４−２５−１１
緑区相原５−７−２４
緑区相原５−３−８
緑区二本松１−２−２３ Ｍｏａビル
緑区二本松３−５０−１
緑区相原４−１１−５
緑区相原４−１５−６
緑区二本松４−２４−２５−１０１
緑区二本松３−１９−１
緑区相原５−１２−１
緑区二本松４−２６−２１−１
緑区相原２−３１−２
緑区二本松２−５６−２４
緑区二本松３−１９−３
緑区相原５−４−１３
緑区二本松１−１０−２２
緑区二本松４−２５−８
緑区二本松４−２５−１０
緑区二本松４−２４−２５
緑区相原４−１４−１
緑区二本松４−２５−１１

ＴＥＬ
０４２−７７２−３３４７
０４２−７０３−７３３０
０９０−１７９８−１０４５
０４２−７７２−１５８３
０４２−７７１−９２７２
０４２−７７１−１１１２
０４２−７７９−８５８５
０４２−７７１−８６９３
０４２−７７４−４３０１
０４２−７７３−６３７３
０４２−７７４−１４９０
０４２−７８０−５２３７
０４２−７７２−０９６２
０４２−７７１−３３０３
０４２−７８０−１３３０
０４２−７７１−４３２１
０４２−７７３−５４８６
０４２−７７２−９９９６
０４２−７７３−２８１５
０４２−７７２−３３４２
０４２−７７４−２２１１
０９０−３０８８−１８５７
０４２−７７３−１０５８
０４２−７７３−１０００
０４２−７０３−０８０３
０４２−７７３−４３５６
０４２−７１９−６３９３
０４２−８５６−４６５２
０４２−７０３−７６５８
０４２−７７１−８０６１
０４２−７７２−２９１８
０４２−８１０−８６３６
０４２−８１２−８５６６
０９０−７２３７−９０４４
０４２−７０３−８８８１

