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小田原市商店街連合会
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■栄町駐車場利用にて下記のお店でお買物されると無料駐車券が貰えます。 なお、発行条件はお店により異なります。
■お買い物（お会計)の際に駐車場発行の「駐車票」を提示してください。20分から1時間ご利用の無料券を差し上げます。

商店街

店舗名

業種・業態

住所

電話

緑一番街商店街 あげたてっこ

揚げかまぼこ

小田原市栄町1-16-41

0465-22-5990 ｱ 1

緑一番街商店街 オービックビル内各店舗

出店者会

小田原市栄町2-9-46

0465-22-7180 ｵ 2

緑一番街商店街

コスメティックハウス・フッコウドウ

化粧品・タバコ

小田原市栄町1-16-1

0120-266-644 ﾌ 3

緑一番街商店街

こども英会話のミネルヴァ・小田原プラザ

英会話教室

小田原市栄町1-16-43

0120-415-497 ﾐ 4

緑一番街商店街 ストウ

葬祭

小田原市栄町1-16-42

0465-24-2415 ｽ 5

緑一番街商店街 タカハシスタヂオ

写真館

小田原市栄町2-9-46

0465-22-3309 ﾀ 6

緑一番街商店街 トップボーイヒット・小田原店 ゲームソフト販売

小田原市栄町1-16-3

0465-23-4562 ﾄ 7

緑一番街商店街 ヒカリ美容室

美容院

小田原市栄町1-16-4

0465-22-2903 ﾋ 8

緑一番街商店会 アザレ

美容

小田原市栄町1-16-4

0465-23-6822 ｱ 9

緑一番街商店街 マツシタ靴鞄店

靴

小田原市栄町1-16-33

0465-24-2233 ﾏ 10

緑一番街商店街 ランドプラザ

不動産

小田原市栄町1-16-30

0465-24-4000 ﾗ 11

緑一番街商店街 りそな銀行・小田原支店

金融機関

小田原市栄町2-9-1

0465-22-1321 ﾘ 12

緑一番街商店街 井筒屋

漆器

小田原市本町2-1-39

0465-22-3049 ｲ 13

緑一番街商店街 高橋歯科医院

歯科医院

小田原市栄町1-15-5

0465-22-4266 ﾀ 14

緑一番街商店街

佐藤クリーニング店オービックビル店

クリーニング

小田原市栄町2-9-46

0465-22-3834 ｻ 15

緑一番街商店街

小田原ガスショールーム・エコリア

ガス器具

小田原市本町2-1-38

0465-23-3400 ｵ 16

緑一番街商店街 小田原ユニフォームセンター 洋服

小田原市栄町1-16-45

0465-24-0771 ﾕ 17

緑一番街商店街 松坂屋

和洋菓子

小田原市栄町1-16-46

0465-22-3020 ﾏ 18

緑一番街商店街 清光庵

うどん・そば

小田原市栄町1-16-2

0465-23-1414 ｾ 19

緑一番街商店街 清水ミシン商会

ミシン

小田原市栄町1-16-43

0465-22-2257 ｼ 20

緑一番街商店街 静岡中央銀行・小田原支店 金融機関

小田原市栄町1－16－35 0465-22-9201 ｼ 21

緑一番街商店街 中戸川ボタン店

手芸材料

小田原市栄町1-16-5

0120-224-636 ﾅ 22

緑一番街商店街 乃の家

居酒屋

小田原市栄町1-15-22

0465-22-1233 ﾉ 23

緑一番街商店街 平井書店

書店

小田原市栄町1-16-29

0465-22-5370 ﾋ 24

特別会員

DS

小田原市栄町2-8-15

0465-21-5211 ﾄ 25

中央通り商店街 ＪＴＢ小田原支店

旅行業

小田原市栄町2-8-37

0465-22-1551 ｼ 26

中央通り商店街 サティラ・ヘアー

美容院

小田原市栄町2-8-31

0465-21-0377 ｻ 27

中央通り商店街 トープラ

不動産

小田原市栄町1-14-12

0465-23-3939 ﾄ 28

中央通り商店街 ナニモエ・ハワイアンジュエリー ハワイグッズ

小田原市栄町1-14-4

0465-27-0080 ﾅ 29

中央通り商店街 ハウスコム・小田原店

小田原市栄町2-8-38

0465-20-0282 ﾊ 30

中央通り商店街 ピタット・ハウス小田原店 不動産

小田原市栄町1-14-12

0465-23-3939 ﾋ 31

中央通り商店街 夏目薬局

薬局

小田原市栄町1-14-9

0465-22-5632 ﾅ 32

中央通り商店街 光輝堂

写真店

小田原市栄町2-8-36

0465-23-0201 ｺ 33

中央通り商店街 嵯峨野

呉服

小田原市栄町1-14-12

0465-23-4711 ｻ 34

中央通り商店街 石見屋紙業

文房具

小田原市栄町1-14-10

0465-23-1438 ｲ 35

中央通り商店街 和真メガネ・小田原店

メガネ

小田原市栄町1-14-12

0465-24-1755 ﾜ 36

小田原銀座商店会 あさひや玩具店

おもちゃ

小田原市栄町2-9-33

0465-23-0311 ｱ 37

小田原銀座商店会 小田原銀座商店会

商店街事務所

小田原市栄町2-13-16

0465-22-0661 ｷ 38

小田原銀座商店会 セキタ

学生服・贈答品

小田原市栄町1-16-7

0465-24-2200 ｾ 39

小田原銀座商店会 ヘア&メークＥＡＲＴＨ・小田原店 美容院

小田原市栄町2-9-41

0465-21-0433 ｱ 40

小田原銀座商店会 ムーブヘアー・イズミ

理容店

小田原市栄町1-17-23

0465-23-3381 ｲ 41

小田原銀座商店会 愛和メガネコンタクト

メガネ・補聴器

小田原市栄町1-16-8

0465-24-1110 ｱ 42

小田原銀座商店会 伊勢治書店

書店・文房具

小田原市栄町2-13-3

0465-22-1366 ｲ 43

小田原銀座商店会 井出漆器

漆器

小田原市栄町1-17-39

0465-22-4755 ｲ 44

ドンキホーテ小田原店

不動産
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商店街

店舗名

業種・業態

住所

電話

小田原銀座商店会 角田ガクブチ店

画材・額装

小田原市栄町1-16-15

0465-22-4250 ﾂ 45

小田原銀座商店会 池田屋

呉服店

小田原市栄町1-16-24

0465-22-5360 ｲ 46

美容室

小田原市栄町2-1-29

0465-23-8141 ｹ 47

錦通り商店街

ＫＥＮＪＥ

小田原店

錦通り商店街

オダハラ薬局

薬局

小田原市栄町2-7-38

0465-22-3048 ｵ 48

錦通り商店街

はのや

紳士・婦人服

小田原市栄町2-1-27

0465-24-8205 ｵ 49

錦通り商店街

つばめや写真店

写真店

小田原市栄町2-1-25

0465-22-3089 ﾂ 50

錦通り商店街

ナックオープンマーケット錦通り店

ファッション

小田原市栄町2-8-10

0465-22-0530 ﾅ 51

錦通り商店街

栄華軒

中華料理

小田原市栄町2-7-37

0465-22-2314 ｴ 52

錦通り商店街

海席魚國

飲食店

小田原市栄町2-8-12

0465-24-1186 ｶ 53

錦通り商店街

魚のデパート

鮮魚

小田原市栄町2-8-12

0465-24-1188 ｳ 54

錦通り商店街

錦

和食

小田原市栄町2-7-33

0465-22-5885 ｷ 55

錦通り商店街

銀座屋

化粧品

小田原市栄町2-1-25

0465-23-1096 ｷ 56

錦通り商店街

寿

蕎麦

小田原市栄町2-1-26

0465-22-2862 ｺ 57

錦通り商店街

小田原美容室

小田原市栄町2-9-22

0465-24-5535 ｵ 58

錦通り商店街

相模屋履物店

和装履物

小田原市栄町2-7-35

0465-22-2574 ｻ 59

錦通り商店街

中野歯科医院

歯科

小田原市栄町2-7-39

0465-24-2307 ﾅ 60

錦通り商店街

天野理容館

理容室

小田原市栄町2-7-39

0465-22-9450 ｱ 61

錦通り商店街

日興コーディアル証券小田原支店

証券業

小田原市栄町2-7-25

0465-22-7161 ﾆ 62

錦通り商店街

美濃屋吉兵衛商店

小田原市栄町2-7-38

0465-23-6633 ﾐ 63

錦通り商店街

美容室Ｅｓｑｕｉｎａ

美容室

小田原市栄町2-1-5-2Ｆ 0465-23-7557 ﾋ 64

錦通り商店街

美容室Ｒｉｎ

美容院

小田原市栄町2-7-30

0465-22-6902 ﾋ 65

錦通り商店街

文具のササキ

文房具

小田原市栄町2-7-39

0465-22-2634 ｻ 66

錦通り商店街

ＩＩＤＡタバコ

物販

小田原市栄町2-1-25

0465-22-2057 ｲ 67

錦通り商店街

松屋化粧品店

化粧品

小田原市栄町2-9-18

0465-23-3266 ﾏ 68

美容院

小田原市栄町2-3-4

0465-42-9142 ﾋ 69

駅前東通り商店街 リラックスの森

テラピー

小田原市栄町2-3-4-302 0465-24-1278 ﾘ 70

ダイヤ街商店街 さが美・小田原店

呉服店

小田原市栄町2-9-10

0465-23-6346 ｻ 71

ダイヤ街商店街 ジョナサン・小田原店

レストラン

小田原市栄町2-8-20

0465-21-6130 ｼ 72

ダイヤ街商店街 ドコモショップ・小田原店 携帯電話

小田原市栄町2-8-20

0120-608-170 ﾄ 73

ダイヤ街商店街 ビューティサロン・ロータス 美容院

小田原市栄町2-9-9

0465-22-0492 ﾛ 74

ダイヤ街商店街 ふらんす亭・小田原店

レストラン

小田原市栄町2-9-7

0465-24-5541 ﾌ 75

ダイヤ街商店街 床太郎

理容店

小田原市栄町2-8-27

0465-23-8838 ﾄ 76

ダイヤ街商店街 青柳歯科医院

歯科医院

小田原市栄町2-8-20ー３Ｆ

0465-22-9823 ｱ 77

ダイヤ街商店会 スポーツショップ２１

スポーツ用品

小田原市栄町2-8-18

0465-21-2055 ｽ 78

ダイヤ街商店会 ヘアーメイク

美容院

小田原市栄町2-8-25

0465-24-0822 ﾌ 79

ダイヤ街商店会 レマック（らーめん宿場町） 飲食店

小田原市栄町2-8-18

0465-21-1500 ﾚ 80

お堀端商店街

スルガ銀行・小田原支店

金融機関

小田原市栄町1-14-52

0465-22-2191 ｽ 81

お堀端商店街

株式会社中村屋

服飾

小田原市栄町1-14-45

0465-24-2211 ﾅ 82

お堀端商店街

損保ジャパン・小田原支社 保険

小田原市栄町1-14-52-4F 0465-23-3101 ｿ 83

お堀端商店街

富国生命・小田原営業所

保険

小田原市栄町1-14-52

0465-23-0875 ﾌ 84

お堀端商店街

さがみ共和国

イベント企画

小田原市栄町1-14-46

0465-21-0580 ｻ 85

お堀端商店街

中央三井信託銀行小田原支店 金融機関

小田原市栄町1-2-12

0465-24-3901 ﾁ 86

魚國

月
錦通り店

庵

駅前東通り商店街 ビー

薔薇・小町 美容院

錦通り店 名産

ヘアー

フジマ

＊この表は24年1月現在のものです。駐車場利用券を切らしたり、その後発行を取りやめるお店もございますので念のためお店でお確かめください。

