
東大和支店



あったかヘアーサロン

おかげ様で当地にて５０

年営業。カット・パー

マ・毛染・顔そり・子供

カット等を得意としてい

ます。スタッフ一同、ご

来店を心よりお待ち申し

あげます。また、出張

カットも承ります。

住所 東大和市南街２－１００－１

電話 ０４２－５６３－３２５２

地元の花屋さん

市内で５０年以上営業をしてい
ます。家庭で楽しむ目的やお祝
い事、お悔やみ、イベントなど
多様な所に合わせてご利用下さ
い。また、季節に合わせた店頭
を見るだけでも、心が華やぎま
す。花キューピット加盟店のた
め、地方や海外へのお届け、花
のギフト券・ｅギフトも扱って
います。

住所 東大和市南街２－１１６－４

電話 ０４２－５６１－０７１７

住所 東大和市南街２－１１４－４

電話 ０４２－５６６－１１９２

5 花の店　けむり山 6 おしゃれヘアーサロン男爵

メールhttp://www.shiseijyuku.jp/ info@shiseijyuku.jp

住所 東大和市南街２－１１３－２　ラ・ルミエールムサシノ１階

電話 ０４２－５６５－３８８８

ＨＰ

電話 ０４２－５６５－１３５１

3 志成塾

志を成しとげる塾、今までとは違う塾！

「成績が上がらない」「勉強をす
る気にならない」勉強が嫌いか
な？でも、楽しみながら学ぶこと
はできます。塾は、やる気を起こ
させ、勉強法を確立させられるか
が大切です。楽しく学習できる、
もうひとつの勉強部屋をぜひ一度
見に来てください。

4 マルヤ靴店

TOP DRY 完全防水

当店はお客様ひとりひと

りに合う靴をおすすめし

ております！アフター

サービス・メンテナンス

も当店におまかせ下さ

い！チラシご持参の方は

10％割引します！

2 子供服のアリス

サイズ５０ｃｍ～１７０ｃｍ

子供服のセレクト

ショップです。

個性的なメーカー品を

揃えています。

住所 東大和市南街２－１１２－１電話 ０４２－５６７－４６６１

ＨＰ https://www.flowerhanana.com インスタ hanana1101

1 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｈａｎａｎａ

2021年2月末リニューアルオープン

様々なご用途に対応できるよ
う、多種多彩なお花や観葉植
物等を取り揃えております。
店頭でのスピーディーな商品
受取が出来る、電話予約がお
すすめです。

住所 東大和市南街２－１１１－５

特典あり



住所

FAX ０４２－５６５－０３３６

スポンジ・洗剤類・除菌対策商品

モップ、マットのレンタルでおな

じみのダスキンです。店頭にてス

ポンジ、洗剤類を販売していま

す。お気軽にお立ち寄りくださ

い。PayPayも使えます。人気

No.1の台所用スポンジをはじ

め、除菌対策商品も各種取り揃え

ています。

住所 東大和市南街５－１０－４

電話 ０１２０－６１１－２０１

電話 ０４２－５６７－３４４３ 電話 ０４２－５６１－３０６６

13 ダスキン北多摩

油淋鶏（ユーリンチー） 新潟こしひかり

南街でお店を初めて３５

年。お子様からご年配の

方まで大人気！大振りの

からあげに、特製ダレを

かけたボリューム満点の

油淋鶏。どうぞ一度お召

し上がり下さい。

産地直送のお米と豆類。

お米の配達は５ｋｇより

承っております。業務用

のお米も広く取り扱って

おりますので、ご相談下

さい。

住所 東大和市南街５－１－１１　オガタビル１０１ 住所 東大和市南街５－１０－１

電話 ０４２－５６１－０９２７ 電話 ０４２－５６２－０９５６

11 中国料理　かりん 12 （有）スギモト米店

町の身近な靴屋さん お洋服の事何でもご相談ください

東大和市立中学校指定上

履き取扱店。実用サンダ

ルの品揃えも豊富です。

靴の履きやすさ、歩きや

すさなどお気軽にご相談

ください。

婦人服を中心に肌着や靴

下、帽子やバッグなど、

おしゃれ小物も充実して

いる街の洋品店です。お

客様のご要望をお聞き

し、仕入れなども行って

いるので、お気軽にお立

ち寄りください。

住所 東大和市南街５－１－４ 住所 東大和市南街５－１－８

電話 ０４２－５６７－２８１８ ＨＰ http://e-yamato.or.jp/kensetsu/company/kamioka.html

9 （有）吉岡靴店 10 マルヤマ衣料ショップ

板前として４０年以上の

キャリア。魚、肉、野菜

を使った料理。酒の肴か

らお食事まで、店主の地

元盛岡「冷麺」は〆に最

高の一品。当店への来

店、ぜひお待ちしており

ます。

当店は昭和４０年開業の、東

大和市内で一番古い電気店で

す。家電販売・修理・その他

電気工事等取り扱っておりま

す。お困りの時は、お気軽に

ご相談ください。

住所 東大和市南街２－１１７－２

住所 東大和市南街２－１１７－１　サウスタウン１階 電話 ０４２－５６１－３１４９

7 里久 8 （有）上岡電機商会

岩手の郷土料理 町の頼れる電気屋さん

各事業者への連絡の際は

「大信パンフレットを見て」と

一言お声掛けください。



14 肉の越木屋 15 寿司　満月

メンチカツ・コロッケ 築地直送　大間産本マグロ

１９５５年創業、国産の食肉

を店頭で販売しております。

創業当初から同じつくり方の

メンチカツとコロッケが人気

です。電話注文も承っており

ます。是非一度ご賞味くださ

い。

店主自ら築地で仕入れた、新鮮な魚
を取り扱っております。ランチで
は、にぎり・おまかせ丼・刺身定食
が大人気！にぎり１.５人前セット
は、ボリュームたくさんで大満足！
季節に応じたおいしいものを提供し
ておりますので、ぜひ食べ比べてみ
て下さい！

住所 東大和市南街５－１３－４

住所 東大和市南街５－１１－１ 電話 ０４２－５６１－３８５８

電話 ０４２－５６１－３２０１ ＨＰ https://tabelog.com/tokyo/A1328/A132805/13072261/

16 世界の料理　マゼラン

ＨＰ https://www.magellan2019.com

17 御菓子司　ふくしま

栗どら焼き・梅どら焼き

開店以来一貫して手作り

にこだわっている商品の

中でも一押しが栗どら焼

き・梅どら焼きです。東

大和市商工会推奨品とし

て紹介されています。

住所 東大和市南街６－４－２

電話 ０４２－５６５－２２２５

人気Ｎｏ.１ドイツの粗挽きハンバーグセット

国産牛・豚肉の粗挽きにこだ

わった、ステーキ感覚で食べら

れる２５０ｇの自家製ＢＩＧハ

ンバーグ。サラダ・スープ・副

菜・ライス・デザート付で

１,２９０円（税込）

住所 東大和市南街５－２４－４　ヒロセコーポ６  １Ｆ

電話 ０４２－５０７－４３６８

18 つじ整体院

ソフトな手技で痛みを根本から改善

地域でも数少ない“神経を専

門に扱う”整体院です。筋肉

をもんだり骨の歪みを整えて

も症状が改善しない方は、ぜ

ひ一度当院の施術を体験して

みて下さい！

住所 東大和市南街６－９５－２ ボンヴィラージュ１０１

19 うさぎ屋ｕｄｏｎ

各種うどん

国産小麦100％の自家製麺はの

どごしがなめらかです。コク深

いお出汁に豚バラ、揚なす、焼

きねぎが入った具だくさんのつ

け汁でお楽しみください。

住所 東大和市南街５－９５－４

当組合HPでも
ご覧いただけます！

電話 ０４２－５１１－８３６９

ＨＰ https://tsujiseitaiin.com/ メール y-hand.0530@ezweb.ne.jp

電話 ０４２－８４３－９２４２

ＨＰ https://foodplace.jp/usagiya-udon/

………………………………………

大東京信用組合
東大和支店

042-567-2011
東京都東大和市南街3-55-8

（発行元：地域支援部）
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大東京信用組合


