
コロナ禍でも感染予防に十分注
意して元気に踊っています。貸し
スタジオ営業中！Let’s Dance!

マイダンススクール
スクール

関戸2-40-23　S.I ビル7F
●営業時間：12：00～21：00
　（コロナ禍19：00随時）
●定休日：日曜
●TEL：042-375-2020

日曜日は12時～22時までノンス
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。

ウブリアーコ
イタリアン

関戸4-4-1-1F
●営業時間：火～土11時半～15時／
17時半～23時、日12～22時
●定休日：月曜、第１火曜
●TEL：042-337-6309

MAP
エリア-F

MAP
エリア-B

駅東口よりすぐの、1Fがドトール
コーヒーさんのビル5Fにある音楽
教室。無料体験レッスン受付中！

スガナミ楽器 
スクール

桜ヶ丘センター
ヤマハ音楽教室

P

P

関戸2-40-1京王聖蹟桜ヶ丘東口ビル5F
●営業時間：月～土10：00～21： 
　00／日9：30～18：00
●定休日：祝日
●TEL：042-375-8349

MAP
エリア-B

不動産に関すること、何でもご相談
下さい。物件管理から資産運用のた
めの収益物件のご紹介まで行います。

マイマイハウス
不動産

P

関戸2-39-4
●営業時間：10：00～17：00
●定休日：水曜、日祝日
●TEL：042-376-7098

地域のお客さまの幸せづくりに
貢献していきます。

多摩信用金庫 桜ヶ丘支店

一ノ宮3-1-5 
●窓口営業時間：9：00～15：00
●窓口定休日：土・日・祝日
●TEL：042-374-2781

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お手伝いします。

㈲エステートプラザ住宝

関戸2-40-13
●営業時間：10：00～18：00
●定休日：水曜
●TEL：042-373-7727

聖蹟桜ヶ丘駅を中心に多摩・日野・
八王子の隣接エリアで、地域密着し
た賃貸物件情報を提供しています。

㈱飯島不動産

関戸1-11-8
●営業時間：9：30～18：30
●定休日：水曜
●TEL：042-373-7539

聖蹟桜ヶ丘駅南口MAP
エリア-C

MAP
エリア-B

MAP
エリア-A

P P

P

ご家族やお友達との会食の場と
して、楽しい空間と時間を提供さ
せていただきます。

銀座KATSUZEN
和　食

●関戸2-45-9　　　　　●不定休
●営業時間：11：30～13：30（L.O.）
　　 ランチは木金土日のみ
　17：30～21：00（L.O.）
●TEL：042-375-5880

国産牛・和牛をメインに提供して
いるオーガニックレストランです。
無添加・有機にこだわります。

ステーキ&ラウンジJB
レストラン

●関戸2-24-14ダイヤメイト聖蹟Ⅱ102
●営業時間：11～15時、17～23時
 （コロナ対策により変更あり）
●定休日：火曜
●TEL：042-400-6045

お1人様、グループ、1杯呑み、じっ
くり呑み、歓迎♪お酒も料理も和洋
折衷♪土・祝は15時～呑めます！

蕎・BACARO（ソバーカロ）
そば・うどん・バル

アミューズメント

●関戸2-39-15　桜ビル103
●営業時間：平日11時半～14時／  
17～24時、土・祝15～24時
●定休日：日曜
●TEL：042-337-0171

MAP
エリア-E

MAP
エリア-D

MAP
エリア-C

P

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。

酒彩 魚虎千両
居酒屋

関戸2-24-26　B101
●営業時間：17：00～23：00
●定休日：日曜
　（月曜祝日の場合 休）
●TEL：042-337-4068

MAP
エリア-D

P

魚料理とお酒をご用意したアッ
トホームなお店です。
ご来店お待ちしております。

來 魚（くおう）
居酒屋

関戸2-39-17桜ヶ丘コートビレッジ2F-A
●営業時間：17：00～24：00
　　　　（L.O.23：00）
●定休日：水曜
●TEL：042-316-9939

MAP
エリア-C

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。

ビストロ酒場 KIZO
居酒屋

関戸2-23-21　1F
●営業時間：コロナ中は、
　16：00～21：00（L.O.）
●定休日：コロナ中は日曜・月曜
●TEL：050-1299-4542

MAP
エリア-E

明るく和やかなお店です。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。

さの字
和　食

関戸2-24-10
●営業時間：17：00～23：30
●定休日：日曜
●TEL：042-337-5288

MAP
エリア-D

居酒屋   三太
居酒屋 MAP

エリア-E

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。

関戸2-23-18　1F
●営業時間：17：00～24：00
●定休日：火曜
●TEL：042-401-9404

ザ・まんだらや
居酒屋 MAP

エリア-D

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。
関戸2-24-23
●営業時間：17：00～24：00
●定休日：日曜
●TEL：042-373-0576

しもふらん DINING BAR セントラル

雰囲気のある落ち着いてゆっくり
飲める内装です。ソファー席等もあ
ります。貸切・飲み放題等もできます。
●関戸2-39-15　桜ビル302
●営業時間：20：00～27：00
 （コロナ対応期間は変更あり）
●定休日：木曜
●TEL：042-401-9077

MAP
エリア-C居酒屋焼　肉

黒毛和牛の赤身を中心としたメ
ニューの焼肉屋です。地域の皆様
に愛されるお店を目指します！
●関戸2-40-17第2セントラルビル1F
●営業時間：11：30～15：00
／17：00～24：00
●定休日：なし
●TEL：042-400-7419

信用金庫

竹中稔会計事務所

関戸1-12-6　モーリン聖蹟Ⅱ2 F
●営業時間：10：00～18：00
●定休日：日曜
●TEL：042-316-9462

会計で強くする！税務申告の他、
自計化支援や資金繰り支援、生前
相続対策などにも対応します！

MAP
エリア-A事務所

㈱市川住宅設備

関戸2-39-19
●営業時間：9：00～18：00
●定休日：日曜、 祝日
●TEL：042-374-5121

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。

MAP
エリア-C住宅工事 P

㈲横倉不動産

関戸2-23-19　Vil la松原103
●営業時間：9：00～18：30
●定休日：水曜
●TEL：042-374-0547

昭和40年創業。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。

MAP
エリア-E不動産

㈲森田商店/ダイヤメイト聖蹟

関戸2-39-5
●営業時間：9：00～18：30
●定休日：水曜
●TEL：042-374-5064

駅から３分の近さのワンルーム
マンション。学生さん、社会人の
方歓迎です。

MAP
エリア-C不動産

京桜商事㈱
不動産 MAP

エリア-A

売主と買主、それぞれの立場を
考える、地元密着型の小さな不
動産屋です。精一杯取り組みます。
関戸1-12-6
●営業時間：9：30～18：00
●定休日：水曜
●TEL：042-374-9686

不動産不動産

趣味や学習、健康維持を目指した
約80講座。お気軽に見学・体験に
お出かけ下さい。感染予防対策実施。

多摩カルチャーセンター
スクール

関戸4-73 よこくらビル3Ｆ
●営業時間：9：00～21：00
●定休日：なし
●TEL：042-371-2466

MAP
エリア-F

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。

根岸諒バレエスタジオ
スクール P

関戸4-18-1
●営業時間：10：00～22：00
●定休日：なし
●TEL：042-376-8933

MAP
エリア-G

子供～大人まで「話せる英会話」
を徹底指導。外国人と日本人教師
の個性と温もりある人間性が自慢。

マイクOnline英会話
スクール

関戸1-11-7　グリービル701号
●営業時間：月～土10：00～21：00
　／日曜10：00～18：00
●定休日：金曜・祝祭日
●TEL：042-371-0860

MAP
エリア-A

パーティールーム・キッズルー
ムを完備しております。スタッ
フ一同お待ちしております。

ビッグエコー
カラオケ

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

MAP
エリア-B P

マイニチWOW’ON

MAP
エリア-D

聖蹟桜ヶ丘
駅前店

地域密着のお店として、皆様に
愛されるパチンコ店を目指して
いきます！！
関戸2-24-19
●営業時間：10：00～23：00
●年中無休
●TEL：042-375-9491

MAP
エリア-B

聖蹟桜ヶ
丘駅

せいせき
A館

せいせき
B館

セブン
イレブン

オリジン

日高屋

みやみや

オーパ

東口東口

至川崎

京王
線

川 崎 街 道

駐輪場

至新宿

A

F G

B
D

E

C

お店の詳しい
場所は、HP
などでご確認
ください。

居酒屋 三太中央商店会 
聖蹟桜ヶ丘

発行：中央商店会 TEL 042-373-5869

商店会内を、エリアA～Gで分けています。

中央商店会の情報は

かわらばん

検索せいせきshop
桜ヶ丘商店会連合会オフィシャルサイト
http://seiseki-s.com

本チラシの各店舗QRコードからでも、
お店のHPをご覧いただけます。

※コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の状況や行政からの要請により、営業時間等の変更、休業する場合がございます。詳細は、各店舗へお問合せください。 駅の東口にある商店街です。
飲食店・サービス・物販店など
　様々なお店があります。
　　 ご来店お待ちしております！

※コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の状況や行政からの要請により、
　営業時間等の変更、休業する場合がございます。詳細は、各店舗へお問合せください。

詳細は、各店舗へお問合せください。

テイクアウトを
実施しているお店。

駐車場があるお店。
（場所は店舗によって異なります）P

例えば、この店は、MAPエリア-Eの範囲内にあります。

中央商店会MAP

多摩市
健幸まちづくりに賛同しています。



クイック仕上げ。お急ぎ土日もOK。
11時→18時お渡し。皆様の爽や
かライフのパートナーを目指します。

バーディー
クリーニング

関戸4-6-5
●営業時間：9：00～20：00
●定休日：水曜
●TEL：042-339-9078

肩こり、腰痛など慢性症状の治療
が得意。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。

FITコンディショニング
医療・健康

関戸2-39-9
●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・祝
●TEL：042-401-8100

スポーツや日常生活においての痛
みに対し、早期の回復改善を約束
します。日曜診療も行っています。

タカ治療院C&R
健　康
はり・きゅう
マッサージ  

関戸1-12-6 モーリン聖蹟Ⅱ1F
●営業時間：水・木10～20時、土9時
～18時、月・火・金14～20時、
日・祝9～15時●不定休（無休）
●TEL：042-389-3005

MAP
エリア-G

MAP
エリア-C

MAP
エリア-A

上質な材料と技術で高品質なケ
ーキとお菓子をお作りしています。
お菓子で幸せをお届けします。

ル・ププラン
洋菓子

P

関戸4-7-8　1Ｆ
●営業時間：10：00～19：00、
　10：00～18：30（日曜）
●定休：火・水（祭日・繁忙期は変更有）
●TEL：042-376-0970

ハワイアン雑貨、フラ衣裳、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。教室もあります♪

フラショップスイートアロハ

関戸4-73 
ヴィータ聖蹟桜ヶ丘よこくらビル4F
●営業時間：9：00～18：00
●定休日：日曜
●TEL：042-338-2117

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。※コロナ対応短縮営業中です。

レストラン神谷
近江牛

関戸4-5-4
●営業時間：11～14時半（L.O.14時）
　17～20時（L.O.19時）
●定休日：水曜
●TEL：042-375-7833

多摩市の味噌「原峰の香」を含む、
厳選した７種類の味噌を使用した
味噌ラーメンがメインのお店です。

味噌ぶりNoodleみやみや
ラーメン

関戸2-24-23
●営業時間：平日11時半～15時／18～
22時、土・祝11時半～15時／
17～21時、日11時半～17時 
●TEL：090-8143-9588

MAP
エリア-F

MAP
エリア-G

MAP
エリア-G

MAP
エリア-D

P

手間ひま掛けて仕込んだ牛たんを
ご賞味下さい。山小屋をイメージ
した木の香りの店内でゆったりと…

たん焼  かもん
牛たん

P

P

関戸2-24-14　1F
●営業時間：17：00～22：00
　※当面の間、短縮営業中。
●不定休
●TEL：042-373-7484

疲れていますね！お任せ下さい。
お客様感動のため、日々精進して
参ります。ご来店お待ちしています。

ラポール
理容室

関戸2-40-9
●営業時間：7：00～19：30
●定休日：月曜
●TEL：042-337-0504

MAP
エリア-B

MAP
エリア-D

P

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。

富山クリーニング店
クリーニング

関戸2-23-20
●営業時間：10：00～19：00
●定休日：水曜、第1・3火曜
●TEL：042-371-1998

MAP
エリア-E

男性用カット・パーマだけでなく、
女性大歓迎！専用駐車場が有る
ので車椅子の方もお気軽にどうぞ。

コアフュールナカムラ
理容室

関戸2-68-3
●営業時間：9：00～19：00
●定休日：月曜、第1・2・3火曜
　（1日の火曜日は営業）
●TEL：042-374-3342

MAP
エリア-D

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。
ぜひお立ち寄りください。
関戸1-11-3  桜ヶ丘プラザビル4F
●営業時間：11：00～25：30
●年中無休
●TEL：042-400-7608

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。

串焼き  武ん家
居酒屋

関戸2-39-17-102
●営業時間：火～土17:00～23:30
　日曜、祭日17:00～22:30
●定休日：月曜
●TEL：042-376-2272

MAP
エリア-C

これからも地域に愛される店を
目指して従業員一同頑張ってい
きます。

日高屋 聖蹟桜ヶ丘東口店
中　華

関戸2-39-5
●営業時間：11：00～25：30
●定休日：なし
●TEL：042-373-6358

MAP
エリア-C

居酒屋 MAP
エリア-A

つぼ八 桜ヶ丘南口店 北海道ラーメン 特一番
中　華 MAP

エリア-A

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。

安い・うまいをモットーにアットホ
ームなお店です。ぜひ食べに来て下
さい。くつろげるテーブル席もあり。
関戸1-11-5
●営業時間：11：30～14：00／
　17：00～25：00
●定休日：月曜
●TEL：042-375-7812

関戸1-11-7
●営業時間：15：00～26：00
●年中無休
●TEL：042-371-4691

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！！

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 MAP
エリア-E

BAR×SNACK MOON
バー・スナック MAP

エリア-A

関戸2-23-21-101
●営業時間：17：00～24：00
 　　　　　（L.O.23：00）
●定休日：日曜、第1月曜
●TEL：042-389-5891

関戸１-11-３ 桜ヶ丘プラザビルB1階
●営業時間：19：00～4：00
●定休日：月曜
●TEL：042-373-2676

人とのご縁から繋がり円になると
いう意味で、店名を「en」にしまし
た。そんな店で一杯どうですか。
関戸2-39-17桜ヶ丘コートビレッジ1F-A
●営業時間：20：00～26：00
●定休日：日曜
●TEL：070-4450-1773

PUB SNACK en（えん）
バー・スナック MAP

エリア-C

雑貨・衣裳

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、できたてを提供しています。

キッチンオリジン
弁当・惣菜

関戸2-39-9 
●営業時間：8：00～23：00
●無休
●TEL：042-376-3671

2021年4月末に、リニューアル
オープンしました。居心地のよい
喫茶店となるよう努めてまいります。
関戸2-24 -10　 2F　 
●営業時間：木・金・土曜
　　　　11：00～18：00
●定休日：月・火・水・日曜
●TEL：090-9105-2664

MAP
エリア-C

ケトルドラム
喫茶店 MAP

エリア-D

生活文具から専門文具まで幅広
く取り扱うお店です。人の心にふ
れあうことを大切にしていきます。

文具のタイコー

関戸2-39-9 
●営業時間：平日 9：00～17：30
　土・日 10：30～17：30
●年中無休
●TEL：042-375-6750

MAP
エリア-C文　具 P

北村電気商会

MAP
エリア-G家　電

お蔭様で63年、家電製品のことな
ら当専門店へお任せ下さい。お宅の
困ったは電気の担当医・当店まで。
関戸4-7-2 
●営業時間：9：30～19：00
●定休日：水曜
●TEL：042-374-4166

ソフトバンク

MAP
エリア-OPA内携　帯

ドコモショップ 

MAP
エリア-OPA内携　帯

笑顔でご来店お待ちしています。
携帯電話の購入相談、料金や操作
方法の相談など、お気軽にどうぞ。
関戸4-72　聖蹟桜ヶ丘OPA 5F 
●営業時間：10：00～21：00
●年中無休
●TEL：042-311-4400

聖蹟桜ヶ丘
オーパ店

クリーニング
ショップ

携帯電話の購入や、月額料金、
操作の相談等、お気軽にお立ち
寄り下さい。

聖蹟桜ヶ丘
オーパ

関戸4-72　聖蹟桜ヶ丘OPA 5F 
●営業時間：10：00～20：00
●定休日：なし
●TEL：042-311-2611

鮮度は勿論、従業員も若さと元気
が売りのセブンイレブンです。地域
に根づいた店作りをしていきます。

セブンイレブン

関戸1-11-3 
●営業時間：24時間
●年中無休
●TEL：042-389-4923

MAP
エリア-Aコンビニ

聖蹟
桜ヶ丘店

コーヒー
ハウス

聖蹟桜ヶ丘
駅前店

ペットサロン Ｌａｍｅｒ

MAP
エリア-Aペット

”大切な家族を一生涯サポート” 
トリミング、ホテルご予約承ってお
ります。シニア犬、猫ちゃんも歓迎！
関戸1-12-4　糀屋ビル1F 
●営業時間：10：00～20：00
●不定休
●TEL：042-371-6123

（ラメール）

　　 疲れていますね？
　　　  おまかせください！！

手もみの家
健　康

関戸1-11-7
●営業時間：11：00～19：30、
　10：00～18：00（日・祝） 
●定休日：木曜
●TEL：042-374-8681

MAP
エリア-A健　康 MAP

エリア-A

浅井歯科医院

開業25年目、お子様から御年配
の方までお口の健康に努めてい
ます。
関戸2-39-5-202
●営業時間：9：30～13：00、14：30
～20：00（土曜のみ17時まで）
●定休日：木曜、日曜、祝祭日
●TEL：042-337-0211

医　療 MAP
エリア-C

桜ヶ丘皮膚科医院
医　療 MAP

エリア-B

スッキリ整骨院
医　療 MAP

エリア-G

湯江鍼灸接骨院
医　療 MAP

エリア-G

地域の皆さまに信頼される医療
の提供を心がけ、日々診療して
おります。
関戸2-40-1京王聖蹟桜ヶ丘東口ビル3F
●営業時間：月火木金9～13時／15～20
時、土9～13時／14時半～17時半
●定休日：水、日、祝、第3土曜PM
●TEL：042-375-8820

土・日・祝日も元気に診療していま
す！お電話でのご予約も可。身体
のお悩み、お気軽にご相談下さい！
関戸4-6-5-1F
●営業時間：9：30～13：00／15：00
～19：30（土日祝18時まで）
●年中無休
●TEL：042-337-5335

鍼 ・整体・カイロプラクティックを
中心に自覚症状の原因を探し、改善
のお手伝いをします。ネット予約制。
関戸4-7-8エフティープラザ聖蹟桜ヶ丘2F
●営業時間：平日11：00～21:00／
　日曜11：00～16：30
●定休日：土曜
●TEL：042-375-1310

※コロナウイルス感染拡大防止のため、今後の状況や行政からの要請により、 営業時間等の変更、休業する場合がございます。詳細は、各店舗へお問合せください。


