名 称

企画制作、介護、
保険、
レンタル、管理事務関係ほか
株式会社ウエルカム

連絡先

０４６６‐２５‐３００５
０４６６‐２８‐２６６２
０１２０‐４４７‐０５４
０４６６‐２２‐８１１１
０４６６‐２５‐８６８３
０４６６‐２３‐２３５１
０４６６‐２５‐７６１７
０４６６‐２２‐９９３５
０４６６‐２３‐５４１２
０４６６‐２５‐２９６５
０４６６‐２６‐３３８４
０４６６‐２１‐９０２０
０４６６‐５４‐８８３５
０４６７‐４５‐４１０５
０４６‐２０４‐０８００
０４６６‐８８‐６８８０
０４６３‐５５‐７６５２
０４６６‐８８‐４６６１
０４６６‐２７‐６３１０
０４６６‐５５‐２５４３
０４６７‐４２‐５５９５
０４６６‐２３‐４５１１
０４６６‐３７‐２３３９
０４５‐８５１‐２００１
０３‐３５２７‐７７０１
０３‐６７２１‐５０２１
０４６６‐３４‐３５３１
０４６６‐２２‐５７８０
０４６６‐３０‐６０２５
０４６６‐２２‐４６１５
０４６７‐８４‐６６７５
０４６６‐２２‐７１２６
０４６６‐２３‐３０１２
０４６６‐２２‐０１１１
０４６７‐９８‐３２９２
０４６６‐２３‐１６５１
０９０‐３６１６‐４９１４
０４６６‐５５‐５９７８
０４６６‐３４‐５４４４
０４６７‐３９‐５７４１

社会福祉法人上村鵠生会（鵠生園）
株式会社NTT東日本‐神奈川 湘南支店
株式会社江ノ島マリンコーポレーション
江ノ島郵便局
江ノ電商事株式会社
生川敏康税理士事務所
大谷労務管理事務所
かながわ信用金庫 片瀬支店
株式会社川島製麺所
熊谷公認会計士事務所
クレスト株式会社
株式会社コースプランきっずワン
（保育ルーム）
コカ・コーライーストジャパン株式会社 鎌倉支店
株式会社相模メール
株式会社重田工芸
株式会社ジャパン保険サービス
湘南商事株式会社
湘南信用金庫 藤沢支店
株式会社湘南なぎさパーク
株式会社青菱コミュニティ
スルガ銀行株式会社 藤沢支店
合同会社スワプランニング
宝製菓株式会社
タカラッシュ!（RUSH JAPAN株式会社）
株式会社タクト・マシン・サービス
ダスキンレントオール 湘南ステーション
虎丸座
（ライブ＆レンタルスペース）
浜野観光株式会社
福屋本店
株式会社フリークスファクトリー
ホテル ラ・メール江の島
株式会社ミルスペース
明和自動車販売株式会社
モハルムーンプロダクション
株式会社横浜銀行 片瀬支店
横浜セーフティ商会
株式会社ライト
株式会社和田
有限会社ワンダフルストリート

藤沢市藤沢559
藤沢市片瀬海岸1-7-9
藤沢市朝日町1-6
藤沢市片瀬海岸2-17-8-101
藤沢市江の島1-4-13
藤沢市鵠沼石上1-1-1
藤沢市藤沢4-3-23
藤沢市弥勒寺1-8-7
藤沢市片瀬3-17-29
藤沢市片瀬4-17-10
藤沢市藤沢34-2 ライオンズプラザ藤沢213
藤沢市本鵠沼5-10-30 プラジャ鵠沼301
藤沢市辻堂神台2-2-44 エルム湘南3F
鎌倉市笛田1-2-16
厚木市下川入251-1
藤沢市遠藤298-6
平塚市田村4-2-13
藤沢市大庭5137-5
藤沢市鵠沼橘1-1-2
藤沢市鵠沼橘1-2-7 湘南リハウスビル5F
鎌倉市上町屋345
藤沢市藤沢388
藤沢市辻堂西海岸3-1-12-309
横浜市戸塚区東俣野町1750
東京都江東区青梅2-7-4 the SOHO 302
東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル7F
藤沢市辻堂太平台2-9-2
藤沢市片瀬海岸1-12-17 7F
藤沢市鵠沼海岸4-2-14
藤沢市片瀬海岸1-13-18
茅ヶ崎市松浪2-9-1
藤沢市片瀬海岸2-18-17
藤沢市藤沢973
藤沢市大鋸962
茅ヶ崎市中海岸3-5-32 ローズハウス101
藤沢市片瀬3-16-18
藤沢市湘南台1-24-11-304
藤沢市鵠沼石上2-5-1
藤沢市辻堂1-1-13
鎌倉市御成町11-5 アルス鎌倉御成町407

不動産
相澤土地株式会社
株式会社伊澤商事
有限会社江の島ハウジング
株式会社サンヨーホーム
三井不動産リアルティ株式会社 三井のリハウス藤沢店

藤沢市南藤沢22-7-101
藤沢市石川3-30-5
藤沢市片瀬3-14-32
藤沢市鵠沼橘1-1-17
藤沢市鵠沼橘1-2-7

０４６６‐２６‐３１４１
０４６６‐８６‐２０２１
０４６６‐２７‐０１３１
０４６６‐２７‐１５００
０１２０‐３９９‐０３１

建設、
土木、
設備、清掃
安藤植木株式会社
株式会社泉川電機商会
MʼHOUSE
（エム・ハウス）
株式会社門倉組
鎌田工業合資会社
建昇木工所
有限会社工匠
株式会社コーストランド
有限会社弘陽エンタープライズ
三和石産株式会社
湘南アーキテクチュア株式会社
株式会社湘南営繕協会
有限会社湘南美創
白井電気商会

藤沢市石川4-7-15
藤沢市本町1-3-35
藤沢市弥勒寺2-1-38
藤沢市辻堂元町4-17-22
藤沢市片瀬海岸1-3-10
藤沢市片瀬3-6-19
藤沢市村岡東4-21-5 豊ビル1F
横浜市港南区上大岡西1-4-2-203
藤沢市辻堂元町5-3-8
藤沢市菖蒲沢仲之桜710
藤沢市湘南台3-2-3
藤沢市亀井野1-24-2
藤沢市片瀬海岸2-16-2 メゾン北村102
茅ヶ崎市小桜町4-14

０４６６‐８７‐３５０２
０４６６‐２３‐２８９４
０４６６‐２７‐５４３５
０４６６‐３５‐１１１１
０４６６‐２３‐３２４４
０４６６‐２２‐４７４６
０４６６‐５０‐２２６１
０４５‐８４２‐０４５０
０４６６‐３６‐４０３４
０４６６‐４８‐５５１１
０４６６‐４６‐３８３３
０４６６‐８１‐７７０７
０４６６‐２４‐０３６１
０４６７‐５１‐９３６６

名 称

建設、
土木、設備、
清掃
帖佐造園土木株式会社

株式会社出羽商会
有限会社服部商店
林石材産業株式会社
株式会社ビルメンテナンス湘南リコー
株式会社フジカッター
藤沢現図工業株式会社
増子電気工事株式会社
有限会社森井工務店
有限会社ライズ湘南
警 備
江ノ電設備管理株式会社
グリーン警備保障株式会社
株式会社KSP 横浜支社
湘南エスピイ産業
シンテイ警備株式会社 藤沢支社
テイケイ株式会社 神奈川中央支社
藤沢警備業協同組合
株式会社横浜シミズ
神社仏閣
江島神社
江の島大師
感応院
鵠沼伏見稲荷神社
皇大神宮
児玉神社
白旗神社
常光寺
諏訪神社
示現寺
遊行寺
養命寺
龍口寺
組合、
団体、学校
江の島片瀬漁業協同組合
さがみ農業協同組合
財団法人湘南産業振興財団
認定NPO法人湘南ふじさわシニアネット
多摩大学
新堀ギター音楽院
日本大学生物資源科学部
公益社団法人藤沢市商店会連合会
公益財団法人藤沢市みらい創造財団
藤沢商工会議所
一般社団法人藤沢青年会議所
みどりいっぱい市民の会
江の島海水浴場営業組合
江の島海水浴場協同組合
辻堂海水浴場協同組合
江の島片瀬飲食業組合
江の島片瀬旅館組合
江の島観光会
江の島振興連絡協議会
片瀬竜の口商店街振興組合
スバナ通り町内会

所在地

連絡先

藤沢市鵠沼海岸4-3-1
藤沢市遠藤1544-2
藤沢市立石4-2422-1
藤沢市本鵠沼3-1-14
藤沢市湘南台1-6-7 小宮ビル6F-B
藤沢市鵠沼石上2-1-2-203
藤沢市石川4682
藤沢市善行1-23-6
藤沢市白旗4-9-1
藤沢市善行2-22-2 サニーレジデンス第5-103

０４６６‐３３‐１９８９
０４６６‐８７‐９９７６
０１２０‐３７５３８３
０４６６‐３６‐７７１７
０４６６‐４６‐０００８
０４６６‐２２‐４２５９
０４６６‐８１‐０８２８
０４６６‐８１‐６１１９
０４６６‐８１‐３３０３
０４６６‐８１‐１１２１

藤沢市鵠沼石上1-1-1
藤沢市湘南台4-5-10
横浜市港北区菊名6-13-48
藤沢市鵠沼橘1-4-1
藤沢市鵠沼東1-1
藤沢市藤沢388
藤沢市鵠沼石上1-3-7
横浜市中区山下町207 関内JSビル10F

０４６６‐２６‐８７２１
０４６６‐４６‐６１７７
０４５‐４３５‐３３８８
０４６６‐２８‐２００６
０４６６‐２８‐１７１１
０４６６‐２４‐３３０１
０４６６‐２４‐３４４４
０４５‐６６３‐０４６１

藤沢市江の島2-3-8
藤沢市江の島2-4-10
藤沢市大鋸2-6-8
藤沢市鵠沼海岸5-11-17
藤沢市鵠沼神明2-11-5
藤沢市江の島1-4-3
藤沢市藤沢2-4-7
藤沢市本町4-5-21
藤沢市大鋸3-7-2
藤沢市用田1035-43（869）
藤沢市西富1-8-1
藤沢市城南4-10-35
藤沢市片瀬3-13-37

０４６６‐２２‐４０２０
０４６６‐５０‐２１１１
０４６６‐２２‐５８８６
０４６６‐３６‐５８０３
０４６６‐２４‐５５９０
０４６６‐２２‐２４１０
０４６６‐２２‐９２１０
０４６６‐２２‐２２６６
０４６６‐２６‐０７４３
０４６６‐４８‐７３８０
０４６６‐２２‐２０６３
０４６６‐３５‐０９９２
０４６６‐２５‐７３５７

藤沢市片瀬海岸2-20-25
藤沢市湘南台5-14-10
藤沢市藤沢607-1
藤沢市藤沢496 藤沢森井ビル6F
藤沢市円行802
藤沢市藤沢93
藤沢市亀井野1886
藤沢市藤沢607-1
藤沢市朝日町10-8
藤沢市藤沢607-1
藤沢市朝日町5-7 藤沢市建設会館内
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所内

０４６６‐２２‐４６７１
０４６６‐４５‐４１１１
０４６６‐２１‐３８１１
０４６６‐５２‐５５７７
０４６６‐８２‐４１４１
０４６６‐２３‐８３３８
０４６６‐８４‐３８００
０４６６‐２３‐３５３６
０４６６‐２５‐５２１５
０４６６‐２７‐８８８８
０４６６‐２６‐８４２３
０４６６‐２５‐１１１１

お問合せは…藤沢市観光センター

０４６６‐２２‐４１４１

インデックス

22

所在地

23

