
カメラ・プリント・証明写真

ケトルドラム
ドリップで入れた香
り良いコーヒーを味
わって下さい。
野菜がタップリ入っ
た、サンドイッチ、スパ
ゲッティがおすすめ
です。

【営業時間】　11：00～19：00
【定 休 日】　日曜日
【住　　所】　関戸2-24-10 【ＴＥＬ】 042-374-6929

キッチンオリジン 聖蹟桜ヶ丘店
私たちは、お客様の
健康を第1に考え、安
心で安全な厳選され
た食材を、美味しく調
理して、できたてをお
客様に提供しており
ます。

【営業時間】　8：00～23：00
【定 休 日】　無休
【住　　所】　関戸2-39-9 【ＴＥＬ】 042-376-3671

かまはら
トリミングショップ

チェリー
店を構えて57年。
カメラ、プリント、証明
写真、写真のことなら
何でもお任せくださ
い。ワンちゃんのトリ
ミングもおまかせくだ
さい！

【営業時間】　平 日 9：00～21：00、 日・祝 9：00～20：00
【定 休 日】　なし（正月3日間のみ）　　【住所】　関戸2-40-23
【ＴＥＬ】 カメラ 042-374-3910／ワンちゃん 042-376-0909

北村電気商会
おかげさまで60年、
家電製品のことなら
当専門店へお任せく
ださい。
お宅の困ったは電気
の担当医・当店まで。

【営業時間】　9：30～19：00
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸4-7-2 【ＴＥＬ】 042-374-4166

弁当・惣菜

写真 ワンちゃん 家 電 ドコモショップ 
毎日、笑顔でお客様の
ご来店をお待ち申し
上げております。携帯
電話の購入相談、毎日
の料金や操作方法な
どのご相談等お気軽
にお立ち寄り下さい。

【営業時間】　10：00～21：00　　【定休日】　年中無休
【住　　所】　関戸4-72 聖蹟桜ヶ丘オーパ1F
 【ＴＥＬ】 042-311-4400

携 帯

萩原靴店
聖蹟桜ヶ丘に開店し
てから59年目。村町
市と萩原靴店が続き
ました事はお客様に
感謝をし、まだまだが
んばります。靴修理・
合カギもやっています。

【営業時間】　10：00～18：40
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-39-9 【ＴＥＬ】 042-375-6745

くつ

喫茶店

聖蹟桜ヶ丘
オーパ店

コーヒー
ハウス プリムヴェール

おかげさまで、店を始
めて31年余りたちま
した。
おいしさと、ものづく
りにこだわり続けて
いる店です。

【営業時間】　9：30～21：00
【定 休 日】　月曜日、火曜日、祝日の場合は営業
【住　　所】　関戸4-4-1 【ＴＥＬ】 042-372-3312

洋菓子

ル・ププラン
上質な材料と高い技
術で高品質なケーキ
とお菓子をお作りし
ています。
“お菓子で幸せをおわ
たししよう”がル・プ
プランの合言葉です。

【営業時間】　10：00～20：00　【定休日】 水曜日（祭日は営業）
【住　　所】　関戸4-7-8  1Ｆ　　　　　月1回不定休
http://www.le-poupelin.com 【ＴＥＬ】 042-376-0970

洋菓子

バーディー
クイック仕上げ。
お急ぎ土日もOK。
11時→18時お渡し。
皆様のさわやかライ
フのパートナーを目
指しております。

【営業時間】　9：00～20：00
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸4-6-5 【ＴＥＬ】 042-339-9078

クリーニング

文具のタイコー
生活文具から専門文
具まで幅広く取り扱
うお店です。最も有効
なコミュニケーション
の場として人の心に
ふれあうことを大切
にしていきます。

【営業時間】　9：00～18：45 ／ 土・日 10：30～18：45
【定 休 日】　年中無休
【住　　所】　関戸2-39-9 【ＴＥＬ】 042-375-6750

文 具

リサイクルブティック セラヴィ
リサイクルファッショ
ンを、女性が素敵に
楽しんでいただける
ように、お手頃価格
で提供させていただ
いています。

ハワイアンな雑貨、
フラの衣裳、パウスカ
ート等、フラガールに
欠かせない商品が揃
っています。是非遊び
に来てください。
教室もありますよ♪

【営業時間】　11：00～19：00
【定 休 日】　月曜日、 祝日
【住　　所】　関戸2-39-9 【ＴＥＬ】 042-400-7716

婦人服フラショップ スイートアロハ雑貨・衣裳

クリーニング
ショップ

健康楽楽サロン
台湾式マッサージを
中心とした、リラク
ゼーションのお店で
す。年末年始も営業
しておりますので、
ぜひお立ち寄りくだ
さい。

【営業時間】　11：00～25：30　　【定休日】　年中無休
【住　　所】　関戸1-11-3　桜ヶ丘プラザビル4階
http://www.seiseki-salon.com/ 【ＴＥＬ】 042-400-7608

【営業時間】　9：00～18：00　【定休日】 日曜日　
【住　　所】　関戸4-73 ヴィータ聖蹟桜ヶ丘よこくらビル4F
http://sweetaloha.jp 【ＴＥＬ】 042-338-2117

マッサージ タカ治療院
患者さんに安心して
治療を受けていただ
けるよう、十分なコミ
ュニケーションのも
と、ひとりひとりに合
わせた治療を実施し
ています。

【営業時間】  月・水・木 10：00～20：00、 土 9：00～18：00、
　　　　　　火・金 14：00～20：00、  祝日 10：00～14：00
【定休日】  日曜日　　 【住所】  関戸1-12-6  モーリン聖蹟Ⅱ 1F
http://www.takachiryoin.com 【ＴＥＬ】 042-389-3005

健 康 はり・きゅう
マッサージ  

スッキリ整骨院
その痛み、あきらめて
いませんか？
痛みには理由があり
ます。
当院は痛みを取り、
地域を明るく元気に！
を目指しています。

【営業時間】　9：30～13：00／15：00～19：30
【定 休 日】　日曜日、祝日、第1・3土曜日
【住　　所】　関戸4-6-5-1F 【ＴＥＬ】 042-337-5335

医 療

手もみの家
疲れていますね？お
任せ下さい！機械は
一切使わず、経験豊か
なスタッフによりお客
様に合った施術方法
にてお疲れを取り、笑
顔でお帰り頂きます。

【営業時間】　11：00～21：00
【定 休 日】　なし
【住　　所】　関戸1-11-7 【ＴＥＬ】 042-374-8681

富山クリーニング店
自家ドライ、手仕上げ
のお店です。
衣類の大敵見えない
汚れ、クリーニングの
事、お気軽にご相談
下さい。

【営業時間】　10：00～20：00
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-23-20 【ＴＥＬ】 042-371-1998

健 康

クリーニング

湯江鍼灸接骨院
鍼灸・整体・カイロプ
ラクティックを中心
に、痛みの原因を治し
てゆくという、根本治
癒を目指して診療し
ています。予約制で診
療しております。 

【営業時間】 平日9：00～21:00/土曜9：00～12：00/日曜10：00～15：00
【定休日】 無休  【住所】 関戸4-7-8 エフティープラザ聖蹟桜ヶ丘2F
http://www.yuesensei.com 【ＴＥＬ】 042-375-1310

医 療
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お買い上げ・ご飲食、2000期間中、チラシ内のお店で、

ケトルドラム喫茶店 コーヒー

歳末ありがとうフェア 12／5水～12／22土



IDsでは、その人らし
さを追求し、スタイル
先行ではなく、イメー
ジ先行で、ヘアデザイ
ンを考えていきます。
★当店駐車場4台有。
　お問合せ下さい。

IDs （アイディーズ）

【営業時間】　10：00～21：00　【定休日】 年中無休（正月休み有）　
【住　　所】　関戸4-73 ヴィータ聖蹟桜ヶ丘よこくらビル2F
http://www.id-s.cc 【ＴＥＬ】 042-356-3311

美容室

㈱飯島不動産
聖蹟桜ヶ丘駅を中心
に多摩・日野・八王子
の隣接エリアにこだ
わり、地域に密着した
中身の濃い賃貸物件
情報を提供し続けて
おります。

【営業時間】　9：30～18：30　　【定休日】　水曜日
【住　　所】　関戸1-11-8
http://www.room-i.co.jp 【ＴＥＬ】 042-373-7539

不動産

㈱市川住宅設備
浴室、台所、洗面所の
設備工事、給湯器、
冷暖房など住宅設備
機器、リフォーム工事
を行っています。
お気軽にご相談くだ
さい。

【営業時間】　9：00～18：00
【定 休 日】　日曜日、 祝日
【住　　所】　関戸2-39-19 【ＴＥＬ】 042-374-5121

住宅工事

㈲エステートプラザ住宝
聖蹟桜ヶ丘駅を中心
に・賃貸・売買・リフォ
ームご希望のお客様
に快適な住まいを提
供できるように全力
でお手伝いさせてい
ただきます。

【営業時間】　10：00～19：00　　【定休日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-40-13
http://e-plazajuho.co.jp 【ＴＥＬ】 042-373-7727

京桜商事㈱
桜の街のことはおま
かせください！
賃貸・売買から建築
設計まで、不動産に
関するご相談を、地
元密着スタッフがよろ
ず承ります。

【営業時間】　9：30～18：00　　【定休日】　水曜日
【住　　所】　関戸1-12-4
http://www.keiou.co.jp 【ＴＥＬ】 042-374-9686

不動産不動産

スガナミ楽器 桜ヶ丘センター
無料体験レッスン
受付中です‼
2019年1月、桜ヶ丘
駅1分の桜ヶ丘東口
ビル5Fに移転リニュ
ーアルオープン致し
ます！

【営業時間】　10：00～21：00　　【定休日】　祝祭日
【住　　所】　関戸4-4-10 神谷第一ビル2F（2018年12月まで）
http://www.suganami.com 【ＴＥＬ】 042-375-8349

多摩カルチャーセンター
☆見学・体験をご希望の
方は、お気軽にお問い
合わせください！
☆お知らせ！
新 貸会議室 オープン‼
（聖蹟桜ヶ丘駅前１分！）
クリスマスパーティー・
忘年会・新年会など様々
な目的にご利用できます。

【住　所】　関戸4-73  ヴィータ聖蹟桜ヶ丘よこくらビル3F
　　　　　関戸１-11-３　桜ヶ丘プラザビル４Ｆ・６Ｆ
http://www.tama-cul.com 【ＴＥＬ】 042-371-2466

スクール

スクール

スクール

コアフュールナカムラ
男性用カット・パーマ
だけでなく、
女性大歓迎です！！
フェイシャルエステ・
ネイル・まつ毛パーマ
も承ります。

【営業時間】　9：00～19：00
【定 休 日】　月曜日、第1～3火曜日
【住　　所】　関戸2-68-3 【ＴＥＬ】 042-374-3342

理容室 理容室

【営業時間】　9：00～18：30　　【定休日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-23-19  Vi l la松原103
www.athome.co.jp/ahto/yokokura.html 【ＴＥＬ】 042-374-0547

根岸諒バレエスクール
子供（3歳）から大人
（高校生から）まで基
礎から学べます。体験
レッスンあり。是非ご
覧下さい。バレエが上
達するにはバレエを
好きになることから。

【営業時間】　10：00～22：00
【定 休 日】　なし
【住　　所】　関戸4-18-1 【ＴＥＬ】 042-376-8933

FITコンディショニング
肩こり、腰痛など
の慢性症状の治療を
得意としています。
整体院、ジム、整骨院
を展開し、皆様にベス
トな治療をご案内致
します。

【営業時間】　10：00～20：00（平日13～15時 昼休み、土曜 昼休みなし）
【定 休 日】　日曜日、祝日　　【住　所】　関戸2-39-9
http://www.fitcond.com 【ＴＥＬ】 042-401-8100

健 康

スクール マイク英会話学院
創立1972年。
子供～大人まで使え
る英会話を話せるよ
うになるまで指導。
外国人と日本人教師
の個性と温もりある
人間性が自慢。

【営業時間】 平日・土曜10：00～21：00／日曜10：00～17：00
【定休日】 祝祭日 www.bgfs.com 
【住所】 関戸2-40-23  S.I ビル4F 【ＴＥＬ】 042-371-0860

スクール マイダンススクール
駅前の社交ダンス教
室です。プライベート、
グループレッスン、
カラオケとダンスの
日、フリーダンスの日
があります。貸しスタ
ジオも行っています。

【営業時間】　12：00～21：00／土曜 12：00～19：00
【定休日】 日曜日（貸スタジオは時間外可） www.mydance.co.jp 
【住所】 関戸2-40-23  S.I ビル7F 【ＴＥＬ】 042-375-2020

マイマイハウス
不動産に関すること、
何でもご相談下さい。
ワンルームマンション
賃貸から、資産運用
の手段である収益物
件のご紹介まで行っ
ています。

【営業時間】　10：00～18：00
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-39-4 【ＴＥＬ】 042-376-7098

不動産 ㈲横倉不動産
昭和40年創業し、宅
地建物取引業者、都
知事免許は13番で
す。実績と信頼による
エキスパートとして住
居オフィス店舗土地
売買御用命下さい。

ラポール
疲れていますね！
おまかせください。
お客様感動のため、
日々精進してまいり
ます。
ご来店お待ちしてお
ります。

【営業時間】　7：00～19：30
【定 休 日】　月曜日
【住　　所】　関戸2-40-9 【ＴＥＬ】 042-337-0504

不動産

【営業時間】　10：00～19：00　　【定休日】 水曜日
【住所】　関戸1-11-3 桜ヶ丘プラザビル3F　　 　（1～3月定休なし）
http://comees.es-ws.jp 【ＴＥＬ】 042-400-6244

レオパレスパートナーズ 聖蹟桜ヶ丘店 
当社は短期から長期、
家具付から家具なし
など幅広く物件を取
り扱っております。
アットホームな雰囲
気でお部屋探しをさ
せて頂きます。

パーティールーム・
キッズルームを完備
しております。
１年の締めくくりに是
非ご来店ください！！
スタッフ一同お待ち
しております。

【営業時間】　11：00～翌5：00　　【定休日】　なし
【住　　所】　関戸2-40-2  興進ビル2F 
 【ＴＥＬ】 042-310-0039

マイニチWOW,ON
この春、「パーラーマ
イニチ」から、「マイ
ニチワオン」に店名
を変更しました。
地域の皆さんに愛さ
れるお店を目指して
います！

【営業時間】　10：00～23：00
【定 休 日】　年中無休
【住　　所】　関戸2-24-19 【ＴＥＬ】 042-375-9491

不動産

アミューズ
メントカラオケ ビッグエコー 聖蹟桜ヶ丘

駅前店

NEW

NEW
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円分で1回抽選出来ます。 駐車券を発行しています。の印のあるお店で、「桜ヶ丘駅南第1・第2駐車場」P

 



ウミンチュ
居酒屋

和 食

近江牛バー・スナック

焼 肉

イタリアン

レストラン

牛たん 中 華

磯丸水産
話題の磯丸水産が、
聖蹟桜ヶ丘にオープ
ンして3年！ 海の家
をイメージした店内
で、冬でも浜焼きを
楽しんでください！！

【営業時間】　24時間オープン
【定 休 日】　無し　　【住　所】　関戸2-40-2  興進ビル1F 
 【ＴＥＬ】 042-375-8601

居酒屋 聖蹟桜ヶ丘
東口駅前店

酒彩 魚虎千両
メニューから食材を
選ぶのではなく、
その日の食材によっ
て毎日メニューを変
えています。
豊富なお酒と料理で
お待ちしております。

【営業時間】　17：00～23：00
【定 休 日】　日曜日　（月曜祝日の場合 休）
【住　　所】　関戸2-24-26  B101 【ＴＥＬ】 042-337-4068

居酒屋

ビストロ酒場  KIZO
洋食を中心とした居
酒屋です。豊富な料
理メニューと、ワイン
から日本酒、焼酎も
あります。「ぷらっ」と
お立ち寄りください。

【営業時間】　17：00～23：00（L.O.）
【定 休 日】　日曜日
【住　　所】　関戸2-23-21　1F 【ＴＥＬ】 050-1299-4542

居酒屋

居酒屋 「三太」
新鮮なお刺身、セイロ
蒸し料理がおいしい
元気なお店です。
この冬、大人気の「ば
かネギ豚しゃぶ鍋」、
ぜひ一度食べにいら
して下さい。

【営業時間】　17：00～24：00
【定 休 日】　水曜日
【住　　所】　関戸2-23-18　1F 【ＴＥＬ】 042-401-9404

居酒屋 ザ・まんだらや
気軽にのれんをくぐ
ると“ハイ・いらっしゃ
い”と元気一杯の声が
店内に響く大衆居酒
屋です。ママの故郷
新潟県魚沼産のコシ
ヒカリが自慢です。

【営業時間】　17：00～24：00
【定 休 日】　日曜日
【住　　所】　関戸2-24-23 【ＴＥＬ】 042-373-0576

居酒屋 しもふらん
黒毛和牛の赤身を中
心としたメニューの
焼肉屋さんです。
地域の皆様に愛され
るお店を目指します！

【営業時間】　11：30～15：00 ／ 17：00～24：00
【住　　所】　関戸 2-40-17 第2セントラルビル１F
【定 休 日】　なし 【ＴＥＬ】 042-400-7419

ダイニング  サンキュー酒場
市場から仕入れた魚、
新鮮なお野菜、おい
しいお食事とお酒を、
ご用意しております。
聖蹟桜ヶ丘駅東口か
ら徒歩1分！ご来店お
待ちしております。

【営業時間】　17：00～24：00
【定休日】  なし 【住所】  関戸１-１１-３ 桜ヶ丘プラザビル2階
 【ＴＥＬ】 042-400-0515

居酒屋

つぼ八  桜ヶ丘南口店
“好きですつぼ八”の
CMでおなじみ。元気
で明るい笑顔でお迎
えします。山海の幸を
ふんだんに使ってお
いしさと安心の価格
でお届けします。

【営業時間】　15：00～26：00
【定 休 日】　年中無休
【住　　所】　関戸1-11-7 【ＴＥＬ】 042-371-4691

居酒屋 北海道ラーメン  特一番
安い・うまいをモット
ーにアットホームな
お店です。ぜひ食べに
来てください。くつろ
げるテーブル席が出
来ました。

【営業時間】　11：00～25：00
【定 休 日】　月曜日
【住　　所】　関戸1-11-5 【ＴＥＬ】 042-375-7812

レストラン神谷
近江牛専門店です。
すき焼き、しゃぶしゃ
ぶ、ステーキをご賞味
下さい。テーブル席
（宴会は120名まで）
★駐車場有り

【営業時間】　平日 11：00～15：30、16：30～21：00
　　　　　　土日祝 11：00～21：00　　【定休日】　水曜日
【住　　所】　関戸4-5-4 【ＴＥＬ】 042-375-7833

串焼き  武ん家
毎日新鮮な串焼き、
サイドメニューを
御用意しております。
是非、お立ち寄りくだ
さい。

【営業時間】 火曜～土曜  17:00～23:30
　　　　　 日曜、祭日  17:00～22:30 【定休日】  月曜日
【住　　所】　関戸2-39-17-102 【ＴＥＬ】 042-376-2272

居酒屋Steak & Lounge JB
ランチディナーとも肉料
理をメインに、ラウンジ
ではお酒をメインに提供
しています。お肉や野菜、
米パン、ワインなども有
機にこだわっています。

【営業時間】　11：00～25：00　【定休日】　第1・第3月曜日
【住　　所】　関戸2-24-14 ダイヤメイト聖蹟Ⅱ
facebook.com/SteakandLounge.JB 【ＴＥＬ】 042-400-6045

たん焼  かもん
手間ひま掛けて仕込ん
だ牛たんを是非ご賞味
下さい。山小屋をイメー
ジした木の香りのする
店内でゆったりとした時
間をお過ごしください。

【営業時間】　17：00～23：30（L.O.23：00）
【定 休 日】　不定休 　　【住　所】　関戸2-24-14　1F
http://www.tanyaki.com 【ＴＥＬ】 042-373-7484

BAR×SNACK MOON
聖蹟桜ヶ丘駅から
徒歩1分のビルの
地下でひっそりと
営業しています（笑）
ひっそりとお待ち
しています（笑）

居酒屋 鉄板居酒屋バル ぼんのてい
お客様の目の前で、
ステーキをはじめ色々
なものを焼きます。
お酒と共に召し上が
って下さい！！

【営業時間】　17：00～24：00 （L.O.23：30）
【住　　所】　関戸2-23-21-101　　【定休日】　火曜日
HP「ぼんのてい」で検索して下さい 【ＴＥＬ】 042-389-5891

【営業時間】　19：00～4：00
【住　　所】　関戸１-１１-３ 桜ヶ丘プラザビルB1階
【定 休 日】　月曜日 【ＴＥＬ】 042-373-2676

銀座KATSUZEN
とんかつ定食と創作和
食料理がメインです。
多摩川に近く住宅街の
隠れ家的なお店です。
ご家族・お友達・仲間
達とお楽しみ下さい。

【営業時間】　ランチ（木金土のみ）11：30～14：30 （L.O.13:30)
　平日17：30～22：30（L.O.21:30)／土日祝17：00～22：00（L.O.21:00)
【定休日】不定期  【住所】 関戸2-45-9  【ＴＥＬ】042-375-5880

和 食 さの字
明るく和やかなお店
です。その時期にあわ
せ、旬の魚、野菜を取
り揃えています。
カウンターのお店
です。

【営業時間】　17：30～23：30
【定 休 日】　日曜日
【住　　所】　関戸2-24-10 【ＴＥＬ】 042-337-5288

ウブリアーコ
定休日が変わって、
日曜日は12：00～
22：00までノンスト
ップ営業! 1日通して
ディナー用のアラカル
トからご注文頂けます。

【営業時間】㈫～㈯11：30～15：00／17：30～23：00、㈰12:00～22:00
【定 休 日】月曜日、第１火曜日 【住　所】 関戸4-4-1-1F
www.ubriaco.ne.jp 【ＴＥＬ】 042-337-6309

沖縄料理 居酒屋  海人
沖縄や奄美直送の食材
とオリオンビールでアッ
リかんぱ～い！ 泡盛
呑みながら、聖蹟桜ヶ丘
でゆったり南国気分は
いかがですか？是非♪

【営業時間】　17：00～24：00 （L.O.23：30）
【定 休 日】　不定休
【住　　所】　関戸2-39-17-2F 【ＴＥＬ】 042-356-2717

P

ご飲食2000円分で1回抽選 出来ます。
個性的なお店がたくさん♪
美味しいお酒＆お食事を♪

期間中、チラシ内のお店で、

12／5水～12／22土
～被災地応援～ 2018～被災地応援～ 2018

歳末ありがとうフェア

居酒屋・飲食店特集聖蹟桜ヶ丘
中央商店会


