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交　通交　通

マリンスポーツ（スクール、体験、レンタル）マリンスポーツ（スクール、体験、レンタル）

地引網、釣り船地引網、釣り船

スパ、スーパー銭湯スパ、スーパー銭湯

観光、レジャー、体験施設観光、レジャー、体験施設

飲食（和食、洋食、中華）飲食（和食、洋食、中華）

仕出し弁当仕出し弁当

小売業小売業

名　称 所在地 連 絡 先

旅行会社旅行会社

小売業小売業

新聞、印刷、広告代理店新聞、印刷、広告代理店

企画制作、介護、保険、レンタル、管理事務関係ほか企画制作、介護、保険、レンタル、管理事務関係ほか

2120

イ
ン
デ
ッ
ク
ス

有限会社小川ガラス建材 （小川サイクル）
株式会社小田急百貨店 藤沢店
片野写真館（江の島ふぉとみゅーじあむ）
有限会社シュテルン
湘南モールフィル
スリーエフ 湘南江の島駅前店
有限会社関根商店
株式会社タカギフーズ テラスモール湘南店
合資会社種藤商店
テラスモール湘南 テナント会
株式会社フジサワ名店ビル
フラワーガーデンハセガワ
有限会社まるやま
もとまちユニオン 鵠沼店
株式会社やまか
株式会社ルミネ 藤沢店
ローソン 片瀬海岸店
和田金物店

近畿日本ツーリスト株式会社 首都圏営業本部 湘南支店
株式会社JTBコーポレートセールス 法人営業 神奈川西支店
株式会社JTBコーポレートセールス 法人営業 横浜支店
 JTB湘南トラベルプラザ
株式会社日本旅行 藤沢支店

有限会社アート稲元
株式会社アウトソーシング・システム・コンサルティング
朝日オフセット印刷株式会社 湘南営業所
株式会社アルファ映像
江ノ電沿線新聞社
NTTタウンページ株式会社 
株式会社OSS
株式会社小田急エージェンシー
株式会社クオラス
くりむ株式会社
株式会社コルコバード
株式会社さんこうどう
湘南百撰
株式会社湘南よみうり新聞社
湘南リビング新聞社
株式会社ジェイコム湘南 J：COMカスタマーセンター
株式会社JTBパブリッシング
株式会社スズキ紙工
株式会社タウンニュース 藤沢支社
株式会社ダイヤモンド・ビッグ社
株式会社デイリー・インフォメーション
株式会社トーカイ
藤沢エフエム放送株式会社 （レディオ湘南）
株式会社ふじさわびと
株式会社フジプランニング
株式会社プランニングアドゥ
文化堂印刷株式会社
株式会社ルーツ
合同会社レフティー 茅ヶ崎本社
株式会社ワキプリントピア

アートオフィス湘南株式会社
株式会社朝日ケアコンサルタント （オーシャンプロムナード湘南）
イーエス・ステーション
株式会社伊藤園 湘南支店
有限会社伊那火工堀内煙火店

江ノ島タクシー株式会社
江ノ島電鉄株式会社
株式会社江ノ電バス
有限会社江の島遊覧船（べんてん丸）
小田急電鉄株式会社
小池レンタサイクル
湘南タクシー協同組合
湘南モノレール株式会社
株式会社藤沢神奈交バス

五郎引網
殿網
有限会社堀川網
萬司郎丸

江ノ島スリーイーウィンドサーフィンスクール ３e
江の島モーターボート商会
社団法人江の島ヨットクラブ
有限会社OHANA surf （オハナサーフ)　
サーフショップ WARM UP （ソルトプランニング）
湘南アウトリガーカヌークラブ
株式会社湘南ライセンス
有限会社シルフィード
TAKA SLIDE
ちょっとヨットビーチハウス

江の島アイランドスパ
湘南喜彩 湯乃市
メディカルスパ西鎌倉

NPO法人アズヴェール藤沢スポーツクラブ（フットサル）
江の島ボウリングセンター（大安興業株式会社）
株式会社さつまや（寿司づくり）
新江ノ島水族館
フュージョンファクトリー株式会社 野口硝子（吹きガラス）
株式会社ヤクルト本社湘南化粧品工場（工場見学）

隠れ里 車屋
韓国宮廷料理・焼肉レストラン ヨンドン
久昇
株式会社古久家
とんかつ大関
藤沢 Bistro ハンバーグ
藤沢名物 里のうどん
三笠会館 鵠沼店
和風ダイニング さかな家

キッチンたぐち
株式会社みづほ野
めしあがっ亭 古木米店

伊勢屋本店
有限会社板垣商店
有限会社魚惣
株式会社大石商店
御菓子司 松月

藤沢市片瀬海岸1-10-14
藤沢市片瀬海岸1-8-16
藤沢市片瀬海岸1-8-16
藤沢市江の島1-7-9
小田急お客さまセンター
藤沢市片瀬海岸1-4-3
藤沢市川名1-1-1
鎌倉市常盤18
藤沢市辻堂新町3-4-23

藤沢市辻堂元町3-9-24
藤沢市片瀬海岸3-26-15
藤沢市本鵠沼3-11-37
藤沢市江の島2-1-12

藤沢市片瀬海岸1-10-11-C
藤沢市片瀬4-14-7
藤沢市江の島1-12-2
藤沢市片瀬海岸2-20-12
藤沢市鵠沼海岸1-3-20 1F
藤沢市江の島2-1-12
藤沢市片瀬海岸1-12-17
藤沢市片瀬海岸1-12-9
鎌倉市腰越3-5-26
藤沢市片瀬海岸1-12-4

藤沢市江の島2-1-6
藤沢市柄沢544
鎌倉市西鎌倉1-18-3

藤沢市鵠沼海岸6-13-17 鵠沼アパートメント 2B
藤沢市片瀬海岸2-15-22
藤沢市藤沢1-3-6
藤沢市片瀬海岸2-19-1
藤沢市菖蒲沢710
藤沢市鵠沼神明2-5-10

藤沢市城南2-9-13
藤沢市西富530-1 サンプラザ湘南 2F
藤沢市鵠沼橘1-17-2
藤沢市高倉731
藤沢市辻堂東海岸1-10-4
藤沢市南藤沢23-10 六光会館ビル B1F
藤沢市村岡東2-19-2
藤沢市鵠沼海岸1-11-23
藤沢市鵠沼石上1-6-1 B1F

藤沢市辻堂元町2-1-12
藤沢市石川5-33-1
藤沢市遠藤3-4-15

藤沢市片瀬4-16-21
藤沢市立石2-1-10
藤沢市江の島1-6-28
藤沢市大庭5433-4
藤沢市藤沢575
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藤沢市片瀬海岸1-3-1
藤沢市南藤沢21-1
藤沢市江の島1-9-3
藤沢市村岡東2-15-3
藤沢市辻堂新町4-1-1
藤沢市片瀬3-15-13
藤沢市鵠沼神明4-12-25
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市藤沢2-1-16
藤沢市辻堂神台1-3-1
藤沢市南藤沢2-1-1
藤沢市稲荷350
藤沢市弥勒寺1-1-5
藤沢市鵠沼海岸1-3-16
藤沢市藤沢2-2-28
藤沢市藤沢438-1
藤沢市片瀬海岸1-13-18
藤沢市片瀬海岸1-3-2

平塚市宮の前1-13 住友生命平塚ビル 9F
平塚市宝町3-1 MNビル6F
横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル 6F
藤沢市湘南台1-5-10
藤沢市鵠沼石上1-5-4 三井生命藤沢ビル 4F

藤沢市大鋸1-9-3
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 5F
藤沢市藤沢575 荒井ビル403
鎌倉市梶原2-12-17
藤沢市鵠沼石上1-1-1
東京都中野区中央3-24-9 ネクスサイト中野ビル
藤沢市鵠沼橘1-3-10 アドバンテージビル5F-C
東京都新宿区西新宿1-8-3
東京都品川区大崎2-1-1 ThinkParkTower 7F
茅ヶ崎市共恵1-4-16-201
藤沢市鵠沼海岸2-11-29-306
藤沢市本町1-3-33
藤沢市鵠沼藤が谷1-10-6
藤沢市藤沢496 藤沢森井ビル 1F
藤沢市藤沢462
藤沢市辻堂神台2-2-41
東京都新宿区払方町25-5
平塚市東豊田531-27
藤沢市鵠沼神明5-13-19 2F
東京都中央区八丁堀2-9-1 東八重洲ビル 6F
東京都台東区東上野4-8-1
藤沢市遠藤2021-18
藤沢市藤沢573-2
藤沢市本藤沢5-13-15
藤沢市鵠沼藤が谷4-14-1
三浦郡葉山町下山口1510-6
小田原市寿町1-10-20
東京都世田谷区玉川台2-11-13 4F
茅ヶ崎市円蔵2142-21
藤沢市石川6-26-19

藤沢市片瀬海岸2-16-1-303
藤沢市鵠沼海岸2-11-17
東京都大田区南蒲田1-2-3
藤沢市鵠沼海岸5-7-13
長野県上伊那郡飯島町田切681
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