柏涼み処 協力店
商店会名

店名

住所

電話

業種

1 柏駅前通り商店街（振） 向陽㈱

柏市柏1-5-15

04-7164-0807 不動産

2 柏駅前通り商店街（振） 双葉企画㈱

柏市柏 1-5-17

04-7164-8386 不動産

3 柏駅前通り商店街（振） イトーヨーカドー柏店

柏市柏 2-15

04-7164-3111 小売

4 柏駅前通り商店街（振） 一二三堂薬局

柏市柏 1-5-15

04-7166-1230 薬局

5 柏駅前通り商店街（振） ジェイコムショップ柏店

柏市柏2-5-3

04-7100-2011 通信

6 柏駅前通り商店街（振） 千葉県赤十字血液センター柏出張所（柏献血ルーム） 柏市柏2-2-3

04-7167-8050 公共事業所

7 柏駅前通り商店街（振） ㈱浜島石材店

柏市柏 1-5-19

04-7167-2737 仏壇

8 柏駅前通り商店街（振） ａｕショップ柏

柏市柏2-5-4

04-7167-6702 携帯

9 柏駅前通り商店街（振） 寺嶋地所㈱

柏市柏2-5-4

04-7167-6151 ビル管理

10 柏中央商店会 アキヤマ理容室

柏市中央2-8-14

04-7169-5720 理容室

11 柏中央商店会 カットルームヤング

柏市富里1-1-32

04-7167-4843 理容室

12 柏中央商店会 ビューティーサロンヤング

柏市富里1-1-32

04-7167-4843 美容室

13 柏中央商店会 鳥重（とりしげ）

柏市中央2-3-6

04-7164-5414 飲食業

14 柏中央商店会 スズノブ米店

柏市中央1-9-2

04-7139-8805 米店

15 柏中央商店会 セブンイレブン柏中央店

柏市中央2-729-32

04-7168-3650 コンビニ

16 柏中央商店会 珈琲工房 豆壱

柏市中央2-9-11

04-7138-6840 飲食業

17 柏中央商店会 かど接骨院

柏市柏市中央2-11-13 04-7113-4878 接骨院

18 柏中央商店会 長谷川建設

柏市若葉町5-1

19 柏中央商店会 モカ

柏市柏市千代田1-2-48 04-7167-2552 喫茶

20 逆井商店会

Ｈａｉｒ Ｒｏｏｋ るうく

柏市逆井1-6-22

04-7107-6009 美容室

21 逆井商店会

御菓子司 青柳

柏市藤心3-2-5

04-7172-6266 和菓子店

22 逆井商店会

㈱消防機材センター

柏市逆井1-6-16

04-7173-0581 消防設備

23 逆井商店会

ダスキン逆井店

柏市逆井846-11

04-7174-3771 ダスキン

24 逆井商店会

セブンイレブン柏逆井店

柏市逆井1-6-12

04-7173-8441 コンビニ

25 逆井商店会

松乃菓子司

柏市逆井1-1-30

04-7173-6724 和菓子店

26 逆井商店会

たるいち

柏市逆井1-22-18

04-7173-5145 すし店

27 逆井商店会

逆井薬店

柏市藤心3-2-3

04-7172-4808 薬局

28 逆井商店会

マツオデンキ

柏市逆井5-1-2

04-7174-1071 家電

29 逆井商店会

美容室 髪切虫

柏市藤心3-2-4

04-7173-9168 美容室

30 逆井商店会

岩亀

柏市藤心3-2-7

04-7173-4649 飲食店

31 逆井商店会

ハナチョー

柏市逆井13-17

04-7173-9173 フラワーショップ

32 東パル街商店会 橋輪

柏市柏3-1-12

04-7164-2255 自転車

33 東パル街商店会 矢羽根金物店

柏市中央1-2-25

04-7167-3034 金物

34 東パル街商店会 赤池商店

柏市中央1-2-26

04-7163-2940 雑貨

35 東パル街商店会 ヘアーサロンホソダ

柏市柏3-3-6

04-7163-9121 理容業

36 東パル街商店会 中央でんか

柏市千代田1-2-52

04-7166-3875 電化製品

37 東パル街商店会 イハラ商会

柏市千代田1-2-51

04-7167-2321 小売業

04-7167-3621 建設業
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38 東パル街商店会 ㈱戸部畳店

柏市柏3-1-10

04-7167-6700 建築リフォーム

39 ファミリかしわ ＧＡＭＥアルファ（B1F）

柏市柏1-1-11 ファミリかしわB1F

04-7163-2816 ゲームセンター

40 ファミリかしわ 金券ショップ ケイネット柏店(1F）

柏市柏1-1-11 ファミリかしわ1F

04-7126-0366 金券ショップ

41 ファミリかしわ ファミリかしわ事務局（4F）

柏市柏1-1-11 ファミリかしわ4F

04-7163-7171 事務局

42 増尾共栄商店会 青柳菓子舗

柏市増尾台1-6-6

04-7173-2793 和菓子店

43 増尾共栄商店会 トラットリア長清丸

柏市増尾台1-7-1

04-7173-1700 飲食業

44 増尾共栄商店会 ビューティジョイ

柏市増尾台1-7-1

04-7175-1050 美容室

45 増尾共栄商店会 セブンイレブン加賀店

柏市加賀3-27-6

04-7171-7011 コンビニ

46 増尾共栄商店会 かしわ亭

柏市増尾台1-10-5

04-7175-3811 飲食業

47 増尾共栄商店会 理容コバヤシ

柏市増尾台2-7-7

04-7173-8833 理容

48 増尾共栄商店会 ホワイト急便エルザ

柏市増尾台3-14-2

04-7174-9649 クリーニング

49 増尾共栄商店会 ダスキンますお台店

柏市増尾台3-8-52

04-7174-0415 ダスキン

50 増尾共栄商店会 ベストモリタ

柏市加賀3-26-6

04-7174-8616 理容

51 増尾共栄商店会 ヘアサロンアツジ

柏市酒井根2-35-1

04-7173-5359 理容

52 増尾共栄商店会 ミニストップ柏酒井根店

柏市酒井根2-37-7

04-7176-7161 コンビニ

53 増尾共栄商店会 ますお台整骨院

柏市増尾台4-2-7

04-7170-2551 整骨院

54 増尾共栄商店会 ホンダカーズ柏増尾店

柏市増尾台4-13-7

04-7175-3111 自動車販売

55 増尾共栄商店会 柏中原郵便局

柏市増尾台2-28-1

04-7173-5155 郵便局

56 増尾共栄商店会 ラーク電器

柏市増尾台2-29-9

04-7172-6849 電器

57 増尾共栄商店会 利根鮨

柏市増尾台2-29-3

04-7173-1514 寿司

58 増尾共栄商店会 やましん米店

柏市増尾台2-29-10

04-7172-5440 米店

59 松葉中央商店会 ロマン

柏市松葉町4-10

04-7133-1190 理容

60 松葉中央商店会 北柏ライフタウンクリニック

柏市松葉町4-12-2

04-7137-2202 病院

61 松葉中央商店会 モミの木薬局

柏市松葉町4-12-2

04-7133-3203 薬局

62 松葉中央商店会 あつさか皮膚科

柏市松葉町4-9-5

04-7133-0101 病院

63 松葉中央商店会 チームまつば

柏市松葉町4-10

04-7197-4521 飲食業

64 松葉中央商店会 松葉中央接骨院

柏市松葉町4-10

04-7133-8989 接骨院

65 松葉中央商店会 京葉ガスサービスセンター

柏市松葉町4-10

04-7132-4351 ガス

66 松葉中央商店会 シンフォニー

柏市松葉町4-10-8

04-7133-1109 美容

67 松葉中央商店会 アートサイクル

柏市松葉町4-12-1

04-7134-0871 自転車

68 松葉中央商店会 コープみらい松葉町店

柏市松葉町4-10

04-7134-2253 食品販売

69 松葉中央商店会 こっとん・ぶーけ

柏市松葉町4-12-2

04-7134-3558 衣料品
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