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事　業　所　名 代表者名 業　　　種 　電　　　話

◎ ㈱金久保商店 金久保 善右 車検･鈑金塗装 松原町 4-10-7 ５４１－１１２５

かみきりむし 関口　幸彦 理容 松原町 4-2-14 ５４６－５５９５

拝島接骨院 諸田　佳佑 医療 松原町 4-3-18-102 ５１９－８４７３

なかまち食堂 渡部　猛 食堂 松原町 4-3-9 ５１９－１５２７

㈲ビューティ若草 髙橋　昭江 美容業 松原町 4-8-24 ５４３－２７６３

杉　山　　 杉山　佳寿子 商店 松原町 4-11-10 ５４１－１１８０

セブンイレブン拝島駅南口店 八嶋　景子 コンビニエンスストア 松原町 4-11-10 ５４６－８５６５

拝島整形外科 後藤　治彦 整形外科皮膚科 松原町 4-11-11 ５４３－６７８８

滝沢歯科医院 滝沢　伸行 歯科医院 松原町 4-11-11 ５４１－８８７０

いそじん薬局 五十棲 克美 調剤薬局 松原町 4-11-11-103 ５４５－９８００

◎ ㈲伊藤書店 伊藤　寛 書店 松原町 4-12-3 ５４５－０５５０

ＶｉＶａｒｃ ㈲パッソ 平澤　友彦 美容 松原町 5-1-22-101 ５４５－９１５０

浜焼太郎　拝島駅前店 黒澤　弘行 飲食 松原町 4-12-4-B1F ５１９－５２２５

スナック廉 比佐　美津子 飲食業 松原町 4-12-4-1F ５４５－１６８２

いしわた眼科 石綿　丈嗣 眼科医院 松原町 4-12-8 ５４６－１１５３

㈱オオシバ 大柴　吾郎 飲食 松原町 4-12-5 ５４５－６９２２

中屋薬局 池嶋　謙 薬局 松原町 4-12-5 ５４６－１１９３

K´S・BAR 大須賀 清史 BAR 松原町 4-12-8 ５４４－０００４

歩恋人 藤城 スミエ スナック 松原町 4-11-15 ５４４－６９９６

ふじ原 吉澤 まゆみ 飲食 松原町 4-11-15-103 ５１９－７８３８

㈲阿部不動産 金井　悦子 不動産 松原町 4-12-3 ５００―６６０７

◎ 洋品のおざわ 小澤　正光 洋品 松原町 4-14-7 ５４１－３２６６

ファミリーマート拝島駅南口店 谷澤　義明 コンビニエンスストア 松原町 4-14-6 ５００－１３３９

庄や（拝島分家店） 下元　直 飲食 松原町 4-14-8 ５４３－７６６２

ステップゴルフ㈱ 芦住　昌宏 スクール事業 松原町 4-14-11 ５１９－４０４２

芳葉 今野　豊 中華料理 松原町 5-1-25-1F ５４２－８４２４

ﾃﾞﾘｶｼｮｯﾌﾟコック長 正根　昌二 食品 松原町 4-13-20 ５４６－３３５１

スナック理恵 西村　恵理子 飲食業 松原町 4-13-20-105 ５４６－４５３０

ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ･ﾊﾞｰＫＡＩ拝島店 工藤　剛志 飲食業 松原町 4-13-10 ５４２－３１１１

カットマート 大久保 智雄 理容 松原町 5-2-20 ５４４－６８７１

地どり屋 高橋　雄一 鳥専門 松原町 4-13-23 ５４３－６５９０

㈱多摩不動産 黒柳　康夫 不動産 松原町 5-2-16 ５４１－１１２８

◎ ㈲丸木 岡部　恒男 機器販売 松原町 4-11-13 ５４１－１１６２

所　在　地
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東京経営労務協会 中村　楯夫 労働保険事務組合 松原町 4-11-13 ５４５－４３３４

和ごころ　つじまる 丸鶴　信一 飲食 松原町 4-11-13-101 ５１９－８４２９

宮川眼鏡店 宮川　智宏 メガネ・補聴器 松原町 4-10-1 ５４６－３８１１

ブティック　アイ 小嶋　英男 衣料品 松原町 4-12-7 ５４４－４３７１

ＰＡＣＩＦＩＣ 阿部　洋久 美容院 松原町 4-12-7

team（チーム） 福井　徹 生花 松原町 4-12-7 ５４３－５６０７

ｸﾞﾘﾙﾀﾞｲﾆﾝｸﾞＢＩＧＯＲＡ 佐藤　博之 飲食業 松原町 4-12-20-3F ５４２－７１０７

ナカモリ生花店 中森　文子 生花 松原町 5-4-7 ５４１－５６３３

サン歯科 大谷　哲也 歯科医院 松原町 4-11-14 ５４４－８２８２

㈱拝島不動産 大野　妙 不動産 松原町 4-11-15 ５４１－３１９０

㈲ウチデ 内出　豊 酒・タバコ 松原町 4-11-16 ５４１－１０３６

二八そば　あづま家 東　由雄 日本そば店 松原町 5-18-5 ５４１－１０７３

日本ｹﾝﾀｰｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ
西武拝島店

海老原　章 飲食業 美堀町 5-21-2 ５４９－００３７

うまかもん酒場　かさ 濱田　友樹 居酒屋 松原町 4-13-20 ５４５－１９２９

◎印は班長 2020年6月1日現在


