令和4年3月31日現在

港南区見守り協力事業者一覧（順不同・敬称略）
１ 郵便局
No

事業者名

住所

1 港南台郵便局

港南区港南台8-11-3

2 港南郵便局

港南区最戸1-20-6

3 横浜笹下郵便局

港南区笹下2-4-23

4 横浜港南中央通郵便局

港南区港南中央通13-29

5 横浜港南台東郵便局

港南区港南台7-16-24

6 横浜日野郵便局

港南区日野5-20-9

7 横浜芹が谷郵便局

港南区芹が谷5-1-16

8 港南台駅前郵便局

港南区港南台3-3-1

9 横浜丸山台郵便局

港南区丸山台3-22-5

10 横浜港南二郵便局

港南区港南2-27-25

11 横浜野庭郵便局

港南区野庭町614

12 横浜西港南台郵便局

港南区下永谷5-31-8

13 横浜上大岡郵便局

港南区上大岡西1-15-1 camio B1F

14 上大岡駅前郵便局

港南区上大岡西1-6-1 B-1

15 横浜芹が谷一郵便局

港南区芹が谷1-2-2

16 横浜日野南郵便局

港南区日野南6-43-5

17 横浜清水橋郵便局

港南区日野南1-6-17

18 横浜日限山郵便局

港南区日限山３-40-19

19 横浜上永谷郵便局

港南区上永谷２丁目１６−２２

２ 新聞販売店
No

事業者名

住所

1 読売センター 笹下

港南区笹下2-4-34

2 ASA 上大岡

港南区笹下2-7-4

3 読売新聞港南台サービスセンター

港南区港南台7-25-38

4 有限会社ウエダ 読売センター下永谷店

港南区下永谷4-3-18

5 ASA日野町店

港南区港南台9-12-1

6 ASA永谷

港南区下永谷3-72-11

7 読売センター上永谷

港南区上永谷4-19-8

8 ASA上永谷

港南区丸山台2-39-6

9

港南区大久保1丁目14番15号1階

株式会社イージャーナル ASA上大岡北部・ASA港南芹が谷

３ 電気・ガス・水道
No

事業者名

住所

1 株式会社日本ウォーターテックス 港南･栄事業所 港南区港南台2-7-7
2 東京電力パワーグリッド株式会社 神奈川総支社 中区弁天通1-1
3 東京ガスエコモ株式会社

港南区丸山台2-12-1

4 東京ガスエコモ株式会社 下永谷店

港南区日限山1-58-25

４ 法務関係
No

事業者名

1 上大岡法律事務所

住所
港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

５ 金融機関
No

事業者名

住所

1 横浜信用金庫上大岡支店

港南区上大岡西2-15-23

2 横浜信用金庫上永谷支店

港南区丸山台3-1-26

3 横浜信用金庫日野支店

港南区港南台1-7-13

4 横浜信用金庫芹が谷支店

港南区芹が谷4-5-38

5 三菱UFJ銀行上永谷支店

港南区丸山台1-13-7

6 三菱UFJ銀行上大岡支店

港南区上大岡西2-9-1

7 東京スター銀行港南台支店

港南区港南台4-3-4

8 三菱UFJ銀行港南台支店

港南区港南台4-2-1

9 横浜農業協同組合港南支店

港南区丸山台１-15-３

６ 医療機関
No

事業者名

住所

1 八木小児科医院

港南区野庭町599-9

2 善利クリニック

港南区野庭町146-1

3 ホームケアクリニック横浜港南

港南区港南台3-17-12 ルミナスシティー港南台1階

4 港南台内科クリニック

港南区港南台3-17-2

5 くさか歯科

港南区芹が谷5-55-2

6 白土クリニック

港南区丸山台2-18-5

7 あずさメンタルクリニック

港南区野庭町610-2-205

8 つながるクリニック

港南区野庭町665

9 別部歯科医院

港南区日野南4-30-8

10 みずほクリニック

港南区日野7-3-30 日栄食品ビル2F

11 永持クリニック

港南区日野南5-9-1

12 オレンジ歯科

港南区日野南5-41-11

13 小山台クリニック

栄区小山台2-41-17

14 小山台歯科医院

栄区小山台2-9-17

15 下斗米医院

港南区日野南6-44-22

16 滝沢歯科

港南区日野南6-44-7

17 みらい在宅クリニック港南

港南区芹が谷4-23-17

18 池田内科クリニック

港南区笹下2-20-37

19 奈良こうすけ診療所

港南区笹下3-11-14-1F

20 かず整形外科クリニック

港南区丸山台2-26-17

７ 薬局
No

事業者名

住所

1 アルシニア調剤薬局

港南区笹下2-6-20-102

2 ミチト薬局

港南区笹下2-7-12

3 コアラ薬局

港南区笹下3-11-15

4 港南薬局

港南区上大岡西2-6-29

5 あおば薬局

港南区上大岡西2-8-20

6 オリーブ薬局

港南区野庭町98

7 ミチト薬局 野庭店

港南区野庭町665 野庭団地サブセンター内

8 田辺薬局 港南中央店

港南区港南中央通13-24

9 港南台大江薬局

港南区港南台3-4-19

10 すずらん薬局

港南区上大岡西2-3-1

11 ハックドラッグ港南台バーズⅡ

港南区港南台3-1-3 港南台バーズ２階

12 ハックドラッグ港南台バーズⅠ

港南区港南台3-1-3 港南台バーズ１階

13 ハックドラッグ港南台調剤薬局

港南区港南台3-3-1 214ビル１階

14 ハックドラッグ港南台駅前店

港南区港南台4-1-3 寺田第一ビル

15 ハックドラッグ港南台店

港南区港南台4-24-17

16 ハックドラッグ上大岡大久保店

港南区大久保1-16-2

17 クリエイトSD 港南日限山店

港南区日限山2-1-33 日限山開成ビル１階

18 ファーマシー丸山台

港南区丸山台2-35-1

19 フジオカ薬局

港南区丸山台1-11-4

20 ハーモニー薬局

港南区丸山台2-2-6

21 クリエイト薬局 港南日野店

港南区日野5-5-1

22 日野薬局 上野庭店

港南区野庭町676-4

23 大村薬局 野庭支店

港南区野庭町610

24 Fit Care DEPOT 笹下店

港南区笹下4-2-3

25 阪神調剤薬局 港南台医療モール店

港南区港南台5-23-30 1階

26 オオミ薬局日野店

港南区日野8-8-7 清水橋ビル1F

27 有限会社日野薬局

港南区日野9-44-21

28 美身堂薬局

港南区日野南5-9-4

29 ツジ薬局

港南区日野南5-48-9

30 マツモトキヨシ港南台店

港南区港南台9-1-2

31 パンダ薬局

港南区下永谷5-81-8

32 クリエイトSD 港南下永谷店

港南区下永谷6-2-11 1F

33 アポロ薬局

港南区下永谷2-28-17

34 クリエイト薬局上永谷駅北店

港南区丸山台1-5-7上永谷医療ビル1階

35 はなだ薬局 港南台店

港南区港南台3-4-1

36 かもめ薬局下永谷店

港南区日限山1-57-40

37 菜の花薬局

港南区丸山台2-3-9-103

38 フィットケアデポ 打越店

港南区笹下3-11-23

39 共創未来 メデ薬局

港南区大久保2-7-18

40 アール薬局

横浜市港南区日野6-9-8

８ 配送事業者
No

事業者名

住所

1 アサヒ飲料販売株式会社 横浜南支店

港南区港南台7-46-9

2

生活協同組合ユーコープおうちCO-OP 横浜中部センター

金沢区福浦2-1-2

3

生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープ 横浜南センター

金沢区福浦2-6-13

4 ヤマト運輸（株）港南台支店

港南区港南台5-20-17

９ コンビニエンスストア
No

事業者名

住所

1 セブンイレブン横浜関店

港南区笹下2-2-3

2 セブンイレブン横浜笹下５丁目店

港南区笹下5-10-43

3 ファミリーマート双葉南高校前店

港南区港南2-28-30

4 セブンイレブン横浜大久保３丁目店

港南区大久保3-6-4

5 ローソン港南大久保二丁目店

港南区大久保2-23-2

6 ローソン横浜上永谷三丁目店

港南区上永谷3-11-15

7 ローソン丸山台二丁目店

港南区丸山台2-3-1

8 セブンイレブン横浜野庭団地前店

港南区野庭町675-11

9 ファミリーマート港南台八丁目店

港南区港南台8-35-1

10 ファミリーマート港南台３丁目店

港南区港南台3-23-33

11 セブンイレブン横浜東芹が谷店

港南区東芹が谷11-21

12 セブンイレブン横浜港南台９丁目店

港南区港南台9-24-2

13 ローソン港南台四丁目店

港南区港南台4-23-4

14 セブンイレブン横浜日野店

港南区日野5-20-14

15 セブンイレブン中永谷店

港南区下永谷4-2-9

16 セブンイレブン横浜下永谷駅前店

港南区日限山1-58-29

17 セブンイレブン横浜下永谷２丁目店

港南区下永谷2-28-9

18 ファミリーマート笹下四丁目店

港南区笹下4-13-20

19 ローソン日野南四丁目店

港南区日野南4-1-1

20 ファミリーマート日野南三丁目

港南区日野南3-2-18

21 ファミリーマート日野南六丁目店

港南区日野南6-43-9

22 ローソン横浜港南台五丁目店

港南区港南台5-19-19

23 ローソン下永谷５丁目

港南区下永谷5-5-1

24 ファミリーマート下永谷店

港南区日限山1-57-37

25 ファミリーマート日限山四丁目店

港南区日限山４-１-８

26 セブンイレブン横浜大久保２丁目店

港南区大久保２丁目６−４５

10 スーパーマーケット
No

事業者名

住所

1 生活協同組合ユーコープ笹下店

港南区笹下5-2-8

2 エーコープ関東野庭店

港南区野庭町611 野庭団地１号棟

3 生活協同組合ユーコープ野庭店

港南区野庭町667-1

4 生活協同組合ユーコープ港南台店

港南区港南台5-20-9

5 生活協同組合ユーコープ下永谷店

港南区下永谷3-8-9

6 ㈱ヨーク ヨークフーズ港南中央店

港南区港南中央通12-31

7 ユーコープ大久保店

港南区大久保2-8-27

8 イオンフードスタイル港南台店

港南区港南台3-1-2

9 ユーコープ小山台店

栄区小山台2-10-28

10 ロピア港南台店
11 生活協同組合ユーコープ日限山店

港南区港南台9-1-2
港南区日限山3-42-1

11 クリーニング店
No

事業者名

住所

1 石川クリーニング

港南区港南台2-8-14

2 芹が谷ランドリー

港南区芹が谷2-20-26

3 クリーニング ミコ

港南区港南台3-4-32

4 望月クリーニング

港南区日限山1-31-18

5 稲村クリーニング店

港南区日野中央1-15-14

6 渡辺クリーニング店

港南区日野南4-8-3

7 ヤオコークリーニング

港南区日野南5-8-22

8 ファミールクリーニング港南台店

港南区日野南5-48-5

9 有限会社山幸 丸山クリーニング

港南区丸山台２-35-２

10 クリーニングT＆M

港南区丸山台4-9-12 吉川ビル 102

12 鍼灸・接骨院・整骨院
No

事業者名

住所

1 あきもと鍼灸整骨院

港南区野庭町665-117

2 あい針灸整骨院

港南区野庭町611-1-108

3 からだピュア鍼灸マッサージ治療院

港南区芹が谷3-34-16

4 エイジレス整骨院

港南区日野南1-1-22

5 ひろか接骨院

港南区日野南5-9-12-102

6 小椋整骨院

港南区大久保２丁目32-33-103
港南区港南中央通9-14 ライオンズマンション港南中央501
号

7 株式会社エムズライフパートナー

13 理容室
No

事業者名

住所

1 林理容店

港南区笹下2-2-2

2 ヘアーサロン フルサワ

港南区笹下5-24-5

3 テル理容室

港南区笹下5-13-10

4 カットスペースＫ

港南区日限山1-10-13

5 とこや フレンド

港南区港南台3-4-46 212ビル1F

6 カットサロン服部

港南区芹が谷3-34-9

7 カットハウス イノセンス

栄区小山台1-9-1-201

8 理容室みのり

港南区日野南6-29-26

9 ヘアーサロン紫路

港南区日野南6-15-7

10 ヘアサロン アイハラ

港南区笹下6-2-34

11 理容ヒラヌマ

港南区日野中央3-43-5

14 美容室
No

事業者名

住所

1 ビューティ ルリ

港南区笹下2-4-33

2 美容室 詩織

港南区笹下5-11-3

3 ミックリンクジャム

港南区上大岡東1-9-6-201

4 カットハウス・ユザワ

港南区下永谷3-13-11

5 HAIR MAKE OFFICE B.B

港南区港南台7-16-28 メゾネット港南B

6 VENI a:je（ウェーニーアージェ）

港南区港南台3-4-34 グランド港南台102

7 cocoro hair

港南区下永谷4-3-12

8 ヘアメイク ドゥショワ

港南区日野南5-48-3-102

9 美容院テラヴェルデ

栄区小山台2-1-16

10 美容室斉木

港南区日野南7-12-6

11 オレンジヘア

港南区港南台1-6-4

12 美容室花椿

港南区野庭665-1-115

13 ヘアーサロンUDAGAWA

港南区日限山3-39-26

15 飲食店
No

事業者名

住所

1 鳳華飯店

港南区笹下2-2-8

2 夢庵 横浜笹下店

港南区笹下3-14-10

3 クロッシュ・デュ・ボヌール

港南区笹下2-22-1

4 バーミヤン横浜笹下店

港南区笹下3-14-10

5 中華料理 金龍

港南区笹下3-40-2

6 レーマンキムラヤ

港南区笹下2-7-8

7 サザンポート９４

港南区野庭町610ｰ2-111

8 中華料理 野庭飯店

港南区野庭町610 野庭団地センター2-211

9 呑み食い処 おかえり

港南区港南台3-4-46

10 日本マクドナルド（株）港南笹下店

港南区笹下3-11-19

11 龍ちゃん

港南区港南台2-8-15

12 カフェ・ヴィーナス

港南区芹が谷2-20-3

13 ぱねとんちーの

港南区港南台6-2-8

14 一徳庵

港南区日限山1-33-15

15 いちょう坂カフェ

港南区丸山台1-2-1 京急シティ上永谷レウィング2F

16 中華料理 平安

港南区芹が谷5-41-10

17 株式会社 豆彦

港南区港南台6-33-11

18 ホルモン La MAK

港南区上大岡東1-11-26 上大岡SKビル1F

19 Dining La MAK

港南区上大岡西1-5-1 ネオマイム上大岡1F

20 Trattoria daidokoro

港南区上大岡西1-4-16 さんるーとビル1F

21 炉ばた焼安兵衛

港南区上大岡西1-4-16

22 マシマロ

港南区日限山1-31-18 ショップセンター西木 10号

23 株式会社ボンコアン

港南区丸山台3-30-10

24 菓匠徳増

港南区丸山台3-30-4

25 手作りおやつ工房 とさか

港南区日野8-31-15

26 瑠璃庵

港南区港南台6-32-17

27 モスバーガー港南台店

港南区港南台5-5-25

28 九州焼肉 たらふく

港南区港南台6-22-32

29 ココバル

港南区下永谷3-4-20 サンパレス下永谷101

30 ビーンズ ビーンズ

港南区日野南1-1-26

31 炭火やきとり 鳥はな

港南区港南台5-20-18

32 き助

港南区笹下2-4-14

33 浜寿司

港南区日野南5-47-7

34 青々庵

栄区小山台1-1-10

35 テール洋菓子店

栄区小山台2-9-2

36 増田屋

港南区日野南6-43-7

37 光山

港南区日野南7-7-20

38 有限会社パティスリー・テール

港南区港南台5-5-25

39 Vend

港南区大久保2-7-1 ライオンズマンション１F

40 パティスリー アレ

港南区笹下6-16-3

41 吉澤珈琲

港南区丸山台1-10-17

15 飲食店（続き）
No

事業者名

住所

42 コミュニティカフェicocca

港南区日野南6-29-17

43 ＊ayumi café＊

港南区笹下5-14-6

44 ひぎり茶屋

港南区日限山1-67-30

45 味の民芸 丸山台店

港南区丸山台２-35-12

16 福祉関係
No

事業者名

住所

1 特定非営利活動法人 有為グループ

港南区上大岡西2-6-18

2 介護老人保健施設 港南あおぞら

港南区野庭町2187-1

3 セントケア港南

港南区野庭町610 野庭ショッピングセンター2-206

4 港南福祉ホーム

港南区港南台7-25-22

5 港南福祉ホーム 第２ひまわり

港南区港南台4-26-6

6 特定非営利活動法人 夢輪

港南区日野2-1-10 壱吉ビル２F

7 陽だまり 永谷たすけあい広場

港南区芹が谷2-8-12

8 さわやか港南

港南区日限山1-32-4

9 特定非営利活動法人 総ぐるみ福祉の会
港南区日限山4-39-19 日限山ハイツ101
特定非営利活動法人こころの健康を考える
10
港南区港南台9-28-3
かるがも会 かるがもの家
11 和光ピュアライト
港南区丸山台2-2-6
12 特定非営利活動法人 港南たすけあい心

港南区野庭町610-2-202

13 キンダーハイムこうなん

港南区野庭町614-3-101

14 コミュニティルーム ここ

港南区野庭町665-113

15 特定非営利活動法人 しろい地図 相談事業所POP 港南区野庭町610-2-201
16 ガイア訪問看護ステーション港南

港南区野庭町665-116

17 特別養護老人ホームすずかけの郷

港南区野庭町1688

18 リハビリデイサービスnagomi横浜港南台店 港南区日野南4-31-39
19 パナソニックエイジフリー港南台デイセンター

港南区港南台1-7-10 マルアイビル1F

20 横浜港南グループホーム そよ風

港南区日野9-39-15

21 株式会社カスタムメディカル研究所Kファミリー日野 港南区日野9-44-16 KMプラザ1F
22 マッスルデイサービス港南日野

港南区日野南5-9-20

23 グループホームちいさな手若葉の丘 横浜こうなん 港南区野庭町672-3
24 アール・クラ横浜

港南区野庭町610 野庭団地センター2-203

25

港南区東永谷1-37-4

看護小規模多機能型居宅介護 クロスハート港南・横浜

26 まちのかいごや

港南区芹が谷5-55-2 山中ビル10-D

27 特定非営利活動法人ちゅーりっぷ

港南区東永谷1-18-18

28 地域子育て支援拠点はっち

港南区日野2-4-6

29 レコードブック港南芹が谷

港南区芹が谷2-20-5 アネックスⅠ１F

30 レコードブック芹が谷中央

港南区芹が谷2-8-42 上大岡三和プラザ101

31 合同会社フリーダム

港南区野庭町665-11

32 NPO法人F&H フラワーロード

港南区芹が谷3-23-17

33 NPO法人F&H ひょうたん工房

港南区芹が谷3-34-12

34 特別養護老人ホーム笹の風

港南区笹下4-12-35

35 特別養護老人ホームひまわり港南台

港南区日野南3-7-10

36 グループホームフリージア

港南区野庭671-10

37 小規模多機能ホームジャスミン

港南区野庭671-10

38 グループホームみんなの家 横浜上永谷松風 横浜市港南区野庭町240
39 セントケアホーム港南

港南区野庭町2510-1

40 ライズ児童デイサービス港南台

港南区港南台5-23-35-202

41 あった介護 港南

港南区丸山台1-10-11-101

42 グループホームクロスハート港南・横浜

港南区東永谷1-37-5

43 ウィズ・ユー横浜 港南

港南区芹が谷5丁目1-11

44 ツクイ横浜港南

港南区日限山1-66-4

45 野庭地域活動拠点「なごみのば」

港南区野庭町610-2-207

17 電気店
No

事業者名

住所

1 株式会社ハートピアタテヤマ

港南区野庭町610

2 有限会社ナガサワ電機

港南区港南台6-3-1

3 有限会社セリガヤシンセツ電器

港南区芹が谷2-20-8

4 栄光電子キタムラ店

港南区日野南5-47-8

5 ノジマ NEW港南台店

港南区港南台9-1-2

6 パルやまいち

港南区日限山4-5-23

18 フィットネスクラブ
No

事業者名

住所

1 Curves.港南台駅前

港南区港南台3-1-2 イオンフードスタイル3階

2 スポーツクラブ ルネサンス港南台

港南区港南台5-9-1

3 K-FIT

港南区丸山台2-26-15

4 野村不動産ﾗｲﾌ＆ｽﾎﾟｰﾂ株式会社メガロス上永谷 港南区丸山台２-３-１

19 区民利用施設
No

事業者名

住所

1 日野南コミュニティハウス

港南区日野南6-14-1

2 日限山コミュニティハウス

港南区日限山2-16-1

3 永谷地区センター

港南区芹が谷5-47-5

4 港南台コミュニティハウス

港南区港南台2-14-1

5 港南台地区センター

港南区港南台5-3-1

6 上永谷コミュニティハウス

港南区上永谷4-12-14

7 港南区民文化センター ひまわりの郷

港南区上大岡西1-6-1

8 港南台北公園 こどもログハウス

港南区港南台1-3

9 桜道コミュニティハウス

港南区港南6-2-3

10 上大岡コミュニティハウス

港南区上大岡東2-9-38

11 老人福祉センター蓬莱壮

港南区港南台6-22-38

12 野庭すずかけコミュニティハウス

港南区野庭町346-2

13 港南スポーツセンター

港南区日野1-2-30

14 港南地区センター

港南区日野１丁目２−３１

15 日野中央公園

港南区日野中央2-2-1

16 野庭地域活動拠点「なごみのば」

港南区野庭町610-2-207

20 花屋
No

事業者名

住所

1 若生フラワー

港南区野庭町611-1-106

2 株式会社花光

港南区日野8-4-15 ヨシミビル1F

3 KIS

港南区芹が谷3-34-12

4 有限会社ロイヤルフラワー

港南区日野南5-48-19-301

5

港南区大久保2-3-25

株式会社grace.

21 その他（小売業、サービス業など）
No

事業者名

住所

1 神奈川中央ヤクルト販売株式会社

神奈川区幸ヶ谷15-9

2 有限会社笹下サービスステーション

港南区笹下2-4-21

3 カラオケハッピー

港南区笹下1-3-23

4 小林酒店

港南区港南5-19-14

5 青果食料品店 あしざわ

港南区日野5-31-19

6

(企)Wo.Co ミズ・キャロット港南
（仕出し弁当・惣菜・にんじん）

港南区野庭町610-2-103

7 大木常幸商店 野庭団地店

港南区野庭町665

8 お茶と海苔のいしだ園

港南区港南台3-6-20

9 株式会社横浜黒川スポーツ

港南区港南台4-1-1 テスコビル1F

10 株式会社アトリエダイジョウ

港南区港南台6-32-17

11 杉浦時計店

港南区笹下2-7-10

12 ドン・キホーテ日野インター店

港南区日野8-2-5

13 株式会社吉田材木店

港南区日野南3-2-5

14 株式会社ファミリー・ホール港南台斎場

港南区港南台3-11-22

15 ペットショップCoo&RIKU横浜港南台店

港南区港南台3-11-25

16 株式会社宮一工務店

港南区芹が谷5-55-2

17 スマイルホーム株式会社

港南区芹が谷2-8-10

18 フレンド芹が谷店

港南区芹が谷5-1-18

19 フレンド芹が谷２号店

港南区芹が谷4-1

20 有限会社辰巳興産

港南区港南台3-11-20

21 横浜農業協同組合港南台支店

港南区港南台3-3-1

22 タイヤハウス オカジマ

港南区港南台1-7-8

23 株式会社イータウン

港南区港南台4-17-22 キタミビル2F

24 株式会社小川不動産

港南区港南台5-5-25

25 有限会社ホウワヤ

港南区日限山1-64-14

26 井口商店

港南区日限山1-33-17

27 YOU SHOPマルヤス港南

港南区丸山台2-12-10

28 株式会社テクニカ

港南区日限山1-31-18

29 秋元商店

港南区芹が谷5-1-11

30 フォトスタジオ ミヤコ

港南区上大岡西1-5-1-101

31 有限会社加納スクリーン

港南区上大岡東1-3-23

32 マックホーム上大岡店

港南区上大岡西1-19-4 高森ビル3-2F

33 上永谷ミュージックセンター

港南区丸山台3-30-5

34 ハロー！パソコン教室 上永谷校

港南区丸山台1-11-16 LSビル2F

35 POLA Sala Grace

港南区丸山台3-30-3-301

36 上永谷 車屋呉服店

港南区丸山台3-11-5

37 トミースポーツ

港南区日限山1-31-18

38 グランドホール港南店

港南区日野南3-2-13

39 横浜農業協同組合日野支店

港南区日野中央2-44-10

40 おふろの王様 港南台店

港南区日野中央2-45-7

41 小原オートサービス

港南区港南台7-42-33

21 その他（小売業、サービス業など） （続き）
No

事業者名

42 株式会社グッドフォーチュン 港南店

住所
港南区野庭町611-1-104

43 神奈川中央ヤクルト販売株式会社 笹下センター 港南区笹下3-41-13
44 魚治鮮魚店

港南区芹が谷4-1-4

45 有限会社加藤畳店

港南区日野7-4-13

46 ロイヤルホームセンター港南台店

港南区港南台6-21-1

47 髙島屋 港南台店

港南区港南台3-1-3

48 リカーショップ石塚

港南区日限山4-11-4

49 猪本酒店

港南区大久保2-3-30

50 株式会社協栄電設

港南区笹下5-10-8

51 磯川商事株式会社 アイル藤ケ沢

港南区日野南4-30-1

52 ミックほっとステーション株式会社

港南区日野8-8-11

53 セルフ&カーケアステーション日野南

港南区日野南2-1-18

54 OCEAN'S PET CARE CENTER

港南区日野南4-2-7

55 株式会社ホンダカーズ横浜 港南店

港南区日野南1-1-12

56 株式会社トミヤ 港南台店

港南区日野南5-9-2

57 株式会社モリヤ

港南区日野南5-9-17 イディアル港南台１階

58 富士中緑化

港南区日野南5-41-25

59 大船住研 港南営業所

港南区日野南5-41-20

60 上原商店

港南区日野南5-47-1

61 森青果店

港南区日野南5-47-10

62 諸岡動物病院

港南区日野南5-48-1

63 サイクルピアさかい

港南区日野南5-48-8

64 株式会社ベンハー

栄区小山台2-1-17

65 ケーアイケーエンジニアリング株式会社

港南区日野南6-43-3

66 日野南コミュニティハウス

港南区日野南6-14-1

67 アライグリーン株式会社

港南区日野南4-3-5

68 アルフレッサ株式会社 横浜金沢支店

金沢区幸浦2-1-14

69 港南台 車屋呉服店

港南区港南台4-1-1 テスコ2F

70 株式会社アイクラフト

港南区日限山1-31-18 ショップセンター西木７号

71 有限会社 山口建材店

港南区上永谷1-14-3

72 湘南交通株式会社

港南区丸山台1-6-3

73 後藤製函株式会社

港南区日限山1-59-29

74 有限会社濱屋

港南区野庭町610-2-109

75 のばサイクル

港南区野庭町611

76 笠原経師店

港南区丸山台3-34-11

77 株式会社一幸堂

港南区港南台8-11-12

78 横浜市住宅供給公社 野庭事務所

港南区野庭町610-2-106

79 東邦薬品株式会社横浜港南営業所

港南区日野5-3-16

80 二美屋 間中酒店

港南区下永谷６丁目４−３７

81 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社横浜南営業所 港南区丸山台３-40-１
82 下濵浜浩治土地家屋調査士事務所

港南区丸山台２丁目28-2 浜ビル２F

83 内藤畳店

港南区丸山台２丁目30−10

20 その他（小売業、サービス業など） （続き）
No

事業者名

住所

84 株式会社ケイス 丸山台ラボ

港南区丸山台２丁目38-1

85 アプリーレ ラ ポルタ（aprire la porta）

港南区丸山台３丁目４０−２ 第2丸山台コーポ1F

86 TSUTAYA 環2下永谷店

港南区 下永谷5-3-18

87 株式会社崎陽軒

横浜市西区 高島2-12-6

88 株式会社第一メンテナンス

港南区下永谷5-1-57

89 銀のさら 横浜港南台店

港南区下永谷2-27-13

