
令和元年5月
社員名 代表者 備考

（一社）横浜市商店街総連合会 石川　清貴 [254]
鶴見区商店街連合会 岡野　誠一 [22]

尻手銀座親交会 山梶　真右
矢向商栄会 立川　勝次

矢向商店街（協） 長沢　央夫
末吉商店街池下通り会 高橋　勝三

市場銀座商店街 石塚　万晃
潮田商工親和会 紅床　雅章

潮田町二丁目明和会 神道　省三
潮田銀座協商会 宇羽野　袈裟二

仲通勉強会 -
仲通り商店街商和会 下里　優太
本町通商店街（協） 茂呂　一夫

鶴見銀座商店街（協） 岡野　誠一
鶴見のれん会 尾関　慎吾

生麦駅前通り商友会 加藤　二紀
生麦南仲通り商栄会 飯島　栄市

花月園駅前通り花商会 小高　信一
三角大通り共栄会 齊藤　英雄
つくの商店街（協） 高橋　英昭
豊岡商店街（協） 堀江　幹雄

駒岡商栄会 磯ヶ谷　哲
三ツ池公園商店会 大森　明
岸谷商栄会（協） 海老澤　恒夫

神奈川区商店街連合会 石川　清貴 [23]
大口曙通商店会 川口　國男

大口通商店街（協） 渡辺　誠
横浜中央市場通り商店会 小山　正武

宮前商栄会 阿部　貴美雄
大口１番街 高須賀　元
白楽商店会 小林　幸雄
白幡商興会 新堀　昭二

白幡向町商愛会 宇佐美　勇
六角橋商業（協） 野村　浩

ファミリー通商店会 佐野　直人
六角橋興和会 北村　政雄
六角橋商和会 石原　孝一

六角橋中央商店会 足立　隆
六角橋協栄会 小林　敏克

六角橋北町商和会 根津　允
神奈川中央商連会 高崎　健人

西神奈川町三丁目商興会 太田　昌之
二ツ谷通り商栄会 藤井　明子

松本通商店街 上畑　邦男
反町駅前通り商店街 斉藤　隆
松本三丁目商店会 土倉　賢次
ガーデン山商店会 宮坂　彰克

三ツ沢商店街振興会 髙橋　完治
西区商店街組合連合会 大塚　眞司 [24]

西口幸栄商店会 佐賀　麗珠
横浜ジョイナス会 佐藤　充

横浜駅西口五番街商店会（協） 七尾　弥三郎
裏横浜商店会 入交　功
ルミネ横浜会 金子　岳史
横浜ポルタ 島田　良亮

スカイビル商店会 風間　利彦
ＭＡＲＫ　ＩＳ　みなとみらい 飯島　香枝

平沼商進会 相沢　英成
羽沢通り商店会 大澤　秀一
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社員名 代表者 備考
紅梅通り商店会 小野瀬　勝征

石崎商友会 小倉　巧経
戸部大通り商店会 大塚　眞司

西区役所通り中央商店会 田中　幸男
藤棚一番街（協） 米山　博之
西前中央商店会 鵜飼　正雄

藤棚商店会 赤荻　勇二郎
サンモール西横浜商店会 渡辺　義明

久保町ニコニコ商店街 中山　博之
浅間下商店街ニッコリ会 中村　恵一
横浜西口商和会商店街 菊池　英雄

ランドマークプラザテナント会 矢田　明
横浜モアーズ会 岡田　伸浩

区商連直轄商店会 山田　康雄
中区商店街連合会 加藤　昇一 [32]

横浜ワールドポーターズ 高梨　陽一
ベイスターズ通り振興会 鶴岡　博

馬車道商店街（協） 六川　勝仁
横浜中央地下街商店会 倉沢　勉

関内駅前商店会 石野　晶
ヨコハマベイス　テナント会 常陸　清

横浜中華街市場通り会 外丸　和男
中華街関帝廟通り会 馬　双囍
浜っ子通り商店街 中山　善雄

伊勢佐木町１・２丁目商店街（振） 加藤　昇一
（協）伊勢佐木町商店街 牛山　裕子
伊勢佐木町７丁目商栄会 藤本　貴浩

若葉町商栄会 芦原　将
桜木町ぴおシティ商店会 平出　揚治

野毛商店街（協） 石川　熙忠
宮川町商栄会（協） 諏訪　恵一

日ノ出町駅前商店会 高橋　洋一
本牧通り商業活性化協会 高橋　敏昭

本牧１丁目東商友会 森山　諄一
本牧リボンファンストリート 羽生田　靖博
本牧リボンファンストリート 羽生田　靖博
本牧三溪園通り商栄会 和田　茂雄

本郷町商栄会 金子　増男
大和町商栄会 屋城　一之

山手駅前商和会 橋本　亨
麦田町発展会 大谷　稔

山元町１丁目誠商会 山村　裕治
山元町二丁目商栄会 厚浦　信夫

（協）元町ＳＳ会 永井　淳二
（振）元町クラフトマンシップ・ストリート 依知川　光明

石川商店街（協） 大島　重信
石川壱商栄会 水村　嘉宏

石川町三丁目ひらがな商店街ｳｪｽﾄｱﾍﾞﾆｭｰ 飯田　峰子
南区商店街連合会 長谷川　史浩 [10]
ドンドン商店会（協） 榎本　喬夫
蒔田商店街新栄会 名波　謙次

地下鉄蒔田駅新光商栄会 山本　道昌
横浜橋通商店街（協） 高橋　一成

医大通り共栄会 高木　彰夫
三吉橋通り商店街 安室　利明

東橋商店会 根本　隆夫
井土ヶ谷上町正栄会 岩崎　堅一

大岡通り商店街 大橋　直次
横浜弘明寺商店街（協） 長谷川　史浩
港南区商店街連合会 早川　恭三 [10]

上大岡中央商店街（協） 鳥毛　康男
上大岡駅東口商店会 大塚　博



社員名 代表者 備考
芹が谷銀座商店会 小河原　健二

いずみプラザ上永谷商店会 佐藤　宜永
丸山台いちょう坂商店街 本間　泰輔

日限山商友会 井口　俊則
横浜港南台商店会 田邉　義勝
港南台中央商店会 長沢　郡重

野庭団地ショッピングセンター会 堀部　陽介
野庭サブセンター商店会 伊藤　環枝
保土ケ谷区商店街連合会 村上　弘一 [13]
洪福寺松原商店街（振） 伊藤　彰芳

天王町商店街（協） 安田　峰雄
保土ヶ谷駅西口さつき会 西　徹男
保土ヶ谷駅西口商店街 八ッ橋　良光
保土ヶ谷駅東口商店会 渡辺　義雄

上星川商店会 寺坂　悦郎
仏向町水道道商店会 小林　精

和田駅前商店街 桐山　忠史
笹山商店会 木村　勝次
西谷商栄会 高塚　均

千丸台商店会 安藤　順康
峰沢商店会 吉川　哲也

和田町商店街（協） 村上　弘一
旭区商店会連合会 関水　英敬 [9]

鶴ヶ峰本町通り商店街 関水　英敬
鶴ヶ峰商栄会 程嶋　定光

鶴ヶ峰商店街（協） 近藤　二義
白根通り商店会 山本　宗明

わかば会 後藤　達雄
二俣川銀座商店会 目黒　恵一

二俣川商栄会 坂本　栄
南希望が丘商進会 菊地　昭二
左近山商店連合会 青木　栄一

磯子区商店街連合会 田村　正 [15]
根岸橋通り商和会 堤　幸雄

岩瀬商店街 豊島　正吾
磯子商店街商業（協） 小島　正喜

岡村共栄会 満嶋　淳一
汐見台中央商店会 猪股　甚暢

白旗商店街 川崎　善之
らびすた新杉田テナント会 田村　正

聖天橋センター 荒木　勇二郎
杉田商店街 芝　正治

プララ杉田専門店会 佐藤　祐治
杉田駅前商店会 松木　寿展

杉田十日会商店街 伊藤　優
洋光台ショップ27店会 松原　竹雄

洋南協栄会 柿木　稔
サンモール洋光台 柿木　稔

金沢区商店街連合会 遠藤　尚男 [13]
金沢センターシーサイド名店会 井深　辰春

ビアレヨコハマ同友店会 佐藤　勉
金沢文庫すずらん通り商店会 安斎　嘉修

西柴ショッピングセンター 平松　健一
金沢文庫ふれあい商店街 金澤　功

町屋学校通り振興会 中井　章
（協）金沢八景共栄会 小野寺　猛夫

六浦商店会 渡辺　良市
南川商店会 音石　達雄

富岡みどり会商店街 門馬　勇一
能見台駅前商店会 遠藤　尚男

富岡商和会 鈴木　道弘
愛と勇気とさんま実行委員会 柴岡　義幸
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（協）横浜南部市場共栄会 柴岡　義幸

港北区商店街連合会 吉原　昭彦 [19]
大曽根商店街 小林　尚之

妙蓮寺ニコニコ会 横山　清和
菊名池畔商店街（協） 渡部　勝利

菊名東口商栄会 田中　精
仲手原商栄会 加藤　栄治

小机商店街（協） 宮本　正義
大倉山商店街（振） 須田　茂松
綱島東口商店会 佐藤　誠三
綱島ニコニコ会 中村　行雄
綱島西口商店会 笈川　宜久
綱島西口商栄会 猿渡　功

綱島桃栄会 太田　勝久
綱島モール商店会 小林　幹雄

綱島さわやか通り商店会 荒井　元
日吉商店街（協） 薄井　芳夫
南日吉商店会 小嶋　純一

下田商店連合会 浅沼　貢
箕輪町商工会 飯山　清志

高田中央商工会 神野　康
緑区商店街連合会 奥津　守 [7]

鴨居商栄会 大川　滋
竹山団地中央商店会 島田　勇人

中山商店街（協） 奥津　守
緑新栄会 山越　正己

霧が丘商店会 桜井　浩和
谷津田原商栄会 小柳　新一

長津田商店街（協） 中山　勲
青葉区商店街連合会 目黒　測 [13]

たまプラーザ駅前通り商店会 小松　礼次郎
たまプラーザ商店会 加藤　芳範

（一社）たまプラーザ中央商店街 佐藤　恒一
あざみ野商店会（協） 黒沼　勤

荏田商店会 小泉　弘
すすき野商店会 林　秋雄
市ヶ尾商栄会 串田　勝利
奈良北商店会 深石　健二
藤が丘商店会 外山　高嗣

青葉台南商店会 下山　和正
桜台商店会 目黒　測

青葉台商店会 土志田　隆
江田駅周辺商店会 齋藤　篤彦

都筑区商店街連合会 栗林　一夫 [9]
中川駅前商業地区振興会 大久保　信正

センター北商業振興会 横田　雅之
えだきん商店会 宮原　勇貴

北山田商業振興会 平林　隆義
中川商店連合会 吉野　栄輔

センター南商業地区振興会 金子　進
港北ニュータウン中央商業振興会 栗林　一夫

仲町台商業振興会 渡辺　幸雄
川和商店街 上村　博一

戸塚区商店街連合会 三枝木　鉄朗 [11]
とつか宿駅前商店会 伴　博之

戸塚宿ほのぼの商和会 土井　聡
東急プラザ戸塚会 内藤　伸明

トツカーナモール商店会 縄　正人
（協）戸塚旭町通商店会 湯川　仁
戸塚駅東口ラピス商店会 北島　洋一

（協）平戸ショッピングセンター 三枝木　鉄朗
前田町商店会 安井　友朗
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川上町商店会 内藤　孝司

戸塚東口商店会 青木　陽
原宿商店街松栄会 土居　元夫
栄区商店街連合会 臼井　喜代士　 [7]

長沼商栄会 岩崎　武司
丸久商栄会 山口　淳

飯島上町商店会 小平　彰
栄通り商栄会 小林　正彦

本郷台駅前アーケード商店街（協） 大堀　通彦
本郷台駅前商店会 田鹿　曜二

新大船商店街 櫛田　登
泉区商店街連合会 青木　籌之　 [8]

（協）上飯田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 高畑　勉
なかだ商店会 伊東　實

中田中央商店会 吉田　礼児
立場中央商店会 青木　籌之

緑園都市相鉄ライフ商店会 中川　宏一
いずみ中央相鉄ライフ商店会 新田　景子

（協）いちょうマート 渡辺　幸作
和泉商店会 安田　重留

瀬谷区商店街連合会 伊藤　吉治 [8]
細谷戸商業振興会 鈴木　明
三ツ境駅前商店会 城田　三起三

三ツ境商工会 山井　広見
(協)県営阿久和団地ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 岸　剛

瀬谷銀座通り商店会 飯原　幸治
いちょう通り商店会 榊原　茂

境橋商店会 塩田　一美
南台中央商店会 艫居　隆夫

（一社）川崎市商店街連合会 深瀬　武三 [99]
川崎駅広域商店街連合会 馬場　義弘 [15]

桜新道会 中西　孝幸
川崎平和通商店街（振） 藤巻　一郎
たちばな通商店街（振） 藤村　稔

川崎市東田商店街商業（協） 小林　誠
パレール商店会 肥沼　孝政
川崎砂子会（協） 武藤　聰宏
小川町商映会 小宮　邦夫

川崎駅前仲見世通商店街（振） 西尾　猛
川崎名画通商店会 鬼塚　　保

チネチッタ通り商店街（振） 鬼塚　保
日進商栄会（協） 吉原　清

川崎銀座商業（協） 小林　一三
川崎駅前大通商業（協） 辻野　紘一朗
川崎駅前大通り灯親会 鷲頭　利春
川崎銀柳街商業（協） 小島　照彦
田島商店街連合会 橋本　幾男 [7]
桜本商店街（振） 渡辺　正

大島本通り商店会 伊藤　誠亮
大島市場商友会 木村　守洋

大島デパート商店会 橋本　幾男
大島商興会 柏倉　敏和
浜町商店会 星野　武宣

鋼管通り商栄会 斉藤　寿弘
大師商店街連合会 石渡　茂 [8]
大師駅前商栄会 石渡　孝明
川中島共栄会 寺尾　和芳

伊勢町本通り商店会 寺岡　康博
川崎大師本通り商店会 清水　暁

大師銀座会 石渡　茂
川崎市東門前駅通り商店街（振） 中山　一敏

大師銀座商店街 石川　恵敏
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大師出来野商店会 田中　充裕
幸商店街連合会 昼間　政治 [5]
御幸通り商栄会 大瀧　美典

河原町団地商店会 石谷　秀治
川崎南河原銀座商店会 渡辺　文明

幸区役所通り商店会 堤　悦生
かしまだ駅前通商店街（振） 石井　正

日吉商店街連合会 髙橋　正 [5]
小倉商栄会 高橋　正

南加瀬中央通り商和会 高梨　道幸
南加瀬原町商店会 杉本　功

谷戸福栄会 柴田　宏敏
中原区商店街連合会 柳沢　正高 [24]

新丸子東栄会 川連　昌久
新丸子西口本通り新栄会 松永　政和

ウイズモール商店会 藤本　秀明
医大通り商栄会商店街（振） 小野　基一

小杉北一番街 斎木　貴
向河原商栄会 中野　知教
中丸子共栄会 原　喜一

南武通り商店会 村田　朝雄
平間銀座商店街（振） 長谷川　一郎

平間商栄会 田嶋　仁
北谷町通り商店会 小林　喜義

モトスミ・ブレーメン通り商店街（振） 伊藤　博
モトスミ・オズ通り商店街（振） 中野　勝久

井田中ノ町商栄会 横山　貴
日光通商店街（振） 出塚　祐司
新名商店街（振） 遠藤　信次
新城商店街（振） 管家　豊
新城南口商店街 浅野目　正人

新城北口はってん会 小池　隆夫
新城北口１番街商店会 鈴木　正一

大ヶ谷戸庚申通り商店会 志村　守
神地下小田中共栄会 小泉　繁勝
（協）武蔵小杉商店街 大野　省吾

サライ通り商店会 鈴木　照明
高津区商店街連合会 持田　知介 [10]

溝口駅前ストアー 小泉　哲
溝ノ口駅前商店街（振） 持田　知介
溝ノ口駅西口商店街 小澤　留雄
溝口大山街道振興会 村田　裕志

二子大通り商和会 原　賢之助
高津一番街商店会 石塚　英之
溝口中央商店会 安原　正洋

二子新地駅前通り松栄会 次山　秋雄
かながわサイエンスパーク商店会 川田　哲也

梶が谷駅前通り振興会 鈴木　譲
宮前区商店街連合会 小泉　俊輔 [5]

さぎ沼商店会 菅原　一夫
宮前平駅前商店会 関口　征男

蔵敷商店会 猿橋　捷貴
蔵敷団地商店会 高橋　富昭

馬絹商店会 岸　真介
多摩区商店街連合会 安陪　修司 [15]

稲田堤振興会 田口　吉男
中野島北口通り商店会 田村　弘志

中野島商店会 太田　政人
区役所通り登栄会商店街（振） 三平　雅美

登戸東通り商店会 細埜　隆巳
中和ビル商店会 西　一徳
登戸駅前商店会 吉澤　和久



社員名 代表者 備考
宿河原駅前商店会 髙橋　利之

長沢商店会 原山　修
春秋苑通り共栄会 大畑　晴一

月見台名店街 大関　世津郎
民家園通り商店会 岩野　正行
生田中央商店会 山田　美佐男
西生田商盛会 山田　茂

商栄会コミュニティクラブ 花田　倶子
麻生区商店街連合会 鴨志田　敏彦 [6]
百合丘中央商店会 前田　恒憲
百合丘駅前商店会 吉澤　展一

新ゆりグリーンプラザ商店会 菊池　慶高
新百合ヶ丘商店会 小島　龍彦
マプレ専門店街 鎌田　文夫
柿生中央商店会 赤本　昌応

（一社）相模原市商店連合会 浦上　裕史 [28]
相原二本松商店街 上原　泰久
橋本商店街（協） 古橋　裕一
東橋本商店会 井上　健
中野商店連盟 佐藤　晃一

にこにこ星ふちのべ商店会 萩生田　康治
淵野辺ぎんなん横丁商店街（協） 横田　公剛

相模原西商店街（協） 中里　和男
相模原東商店会 高木　明

（一社）西門商店街 浦上　裕史
矢部商工みどり会 砂川　貴幸

渕野辺駅南口商栄会 藤岡　博
あじさい商栄会 大沼　春雄
ひばり商栄会 山田　隆

相模原中央商店街（協） 横山　房男
高校通り商栄会 鈴木　健之
上溝商店街（振） -

女子大通り商工振興会 河内　文雄
相模大野北口商店会 斎藤　誠

相模大野南新町商店街（振） 岩井　大輔
北里通り東栄商店会 田所　文男
東林間商店街（振） 大石　方哉

アクト南口一番街商店街（振） 井上　和彦
相模台商栄商店会 鹿島　孝雄

小田急相模原商工振興会 太田　仁
相模台中央商店会 髙橋　孝壽

大野中地区商店連合会 小川　初男
あいロード若松商店会 福本　明世

相模台親栄商店会 檜垣　睦史
横須賀商店街連合会 森下　守久 [32]

（協）追浜商盛会 織田　俊美
追浜銀座通り商店会 齋藤　仁克

船越商栄会 佐久間　明
大滝商店街（振） 佐久間　洋司
若松中央通り会 橋本　慎一
若松商店街（振） 矢島　靖夫

若松栄和会商店街（協） 加司　勇次
若松マーケット 澤田　勝彦

千日通商店街（振） 仲山　純
三笠ビル商店街（協） 野坂　英八

堀の内商栄会 星野　光一
上町銀座商店会 髙梨　治
中里通り商店会 相原　淑雄

上町商盛会商店街（振） 田中　昌一
上町三栄会 臼井　工平

衣笠商店街（振） 松本　克己
衣笠仲通り商店街（協） 安斎　浩二



社員名 代表者 備考
池上商栄会 桐ケ谷　主税

ドブ板通り商店街（振） 越川　昌光
汐入大通り会 鈴木　隆

汐入２丁目睦商店会 加納　彰
坂本商友会 相原　伸一

逸見商店連合会 張　学金
武山中央商店会 中村　兼太郎

北久里浜商店街（振） 松本　幸三
大津おりょうさん通り商店街 西村　覚

浦賀みなと商栄会 山本　雅之
浦賀商友会 吉岡　治樹

久里浜商店会（協） 森下　守久
野比駅前商店会 寺井　正樹

岩戸商店会 土屋　嘉信
長沢サンリヴ商店会 佐藤　学

平塚市商店街連合会 常盤　卓嗣 [29]
宝町商店会 福澤　正人

不動会 山口　誠
美東会 原　慎一

宮松町商店会 重田
明石商店会 宮川　健

公園通り新仲会 加藤　一郎
中央会 稲村　勇二
大門会 古谷　功

平塚駅前通り商店会 升水　太一
一番街商店会 片野　之万

湘南ｽﾀｰﾓｰﾙ商店街（振） 常盤　卓嗣
紅谷Ｂｅロード会 榎本　吉正

公園通り西口商店会 長嶋　徹
西紅谷通り商店会 天野　音吉
中央通り新興会 八木　隆治

浜大門通り新光会 中村　彰伸
みどり会 大芦　一夫

駅前商和会 添田　直
紅谷パールロード商店街（振） 片山　才市

浮世会 小野　寿兼
追分共栄会 横山　俊一

協栄会 臼井　照人
八雲親桜会 高橋　孝和
中原商店会 久保田　茂

水天宮商店会 片倉　章博
港栄会 山口　義高

西海岸商店街（振） 齋藤　治一
旭商店会 -

金目商店会 鈴木　豊
（一社）藤沢市商店会連合会 齋藤　光久 [40]

本町白旗商店街（振） 小澤　幸一
本町隆盛会 小塚　源雄

ふじさわ宿商店会 田島　義隆
遊行通り４丁目商店街（振） 古賀　敬司

遊行通５丁目商店会 井上　学
（協）柳通り睦会 沼上　治家

（協）藤沢銀座土曜会 日比　政彦
サンパール藤沢商店会 北村　清

南口本通り商店会 志村　俊彦
南銀座一番街 齋藤　弥生

南口ファミリー通り商店街（振） 熊澤　昇
藤沢南口らんぶる商店会 小栗　誠

弥勒寺商店会 渡部　昭
柄沢橋商店会 中山　恒夫

片瀬竜の口商店街（振） 新倉　隆蔵
片瀬中央商交会 金子　皓



社員名 代表者 備考
江の島観光会 二見　将幸

本鵠沼商店街（協） 清水 朋和
鵠沼海岸商店街（振） 齋藤　光久
湘南銀座商店街（振） 小林　準一郎

湘南辻堂商店会 稲村　早生
辻堂元町商店会 石井　一幸
辻堂新町商店会 髙梨　富美雄
湘南辻堂商栄会 佐藤　克也

プチモールひがし海岸（協） 中野　由紀子
辻堂海岸商店会 勝山　栄二
長後商店街（協） 岩月　徹

湘南台商店連合会 最上　重夫
湘南台東口商店街（協） 滝上　航太

六会商店会 浅野　弥一郎
湘南地域振興会 安藤　勝
善行駅前新栄会 本間　貞子

湘南ド真ん中商店会 三堀　秀樹
用田商栄会 渡辺　昭

（協）湘南ﾗｲﾌﾀｳﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 岩間　保博
391ビル商店会 山田　秀幸
南仲通り商店会 木下　陽一

TerraceMall湘南テナント会 松信　裕
片瀬すばな通り商店会 依藤　光雄

南藤沢イータウン 鈴木　一哉
茅ヶ崎市商店会連合会 小林　健二 [10]

高田商店会 吉本　秀文
茅ヶ崎銀座商興会 加藤　信吾

博進会 鈴木　茂樹
南駅前商店会 左藤　裕康
東海岸商店会 長谷川　裕

ラチエン通り商店会 佐藤　青藍
南本通り商店会 志村　冬樹

サザン通り商店街 鈴木　宏行
海岸通り商盛会 三橋　峯生

（協）ちがさき山の手四つ葉会 鈴木　宏行
逗子市商店街連合会 丸山　広宣 [11]

久木商栄会 眞下　政次
逗子ハイランド商店会 野口　和男

東逗子商栄会 森谷　仁
東逗子駅前商店会 小川　俊幸

逗子なぎさ通り商業振興会 本島　正則
池田通り商店会 丸山　広宣

新逗子通り商店会 小林　太樹
逗子大師通り商店会 山上　良
逗子銀座商店街（協） 近藤　和善

八幡通り商店会 田村　大輔
小坪商栄会 北原　勉

（協）三浦市商店街連合会 岩野　匡史 [6]
みうらビーチ商店会 長島　徹

岬陽商店街 杉山　忠生
西銀座通り商和会 渡辺　達也
日の出通り商友会 石渡　道雄

入舟すずらん通り商友会 大山　淳一
三崎銀座通り商店会 佐藤　周一
秦野市商店会連合会 杉山　和史 [13]

入船商興会 林　邦男
駅前通り商店街 中野　貴之

花みずき通り商店会 高橋　宏輔
片町第一商店街 高橋　和弘

上宿商栄会 斎藤　哲明
桜町商店会 柏木　真一
大道商和会 川口　勝彦



社員名 代表者 備考
東海大学駅前商店会（協） 山口　尚男

東海大学近道商店街 吉川　沓那
鶴巻駅前商店会 山下　展弘

鶴巻温泉南町商店会 川上　拓郎
鶴巻中央通り商店会 黒柳　成二

秦野市西商店会連合会 桐山 浩幸 [5]
堀川商店会 桐生　照雄

渋沢駅前商店会 飯塚　靖士
柳町商店会 安藤　幸一

学校前商店会 山本　剛以
渋沢商店会 諸星　栄一

（一社）厚木市商店会連合会 齊藤　裕 [17]
東町商栄会 柳田　正夫

元町商工睦会 浅葉　隆一
寿町通り商店会 島村　弘
天王町商盛会 高瀬　正夫

厚木みなみ商工クラブ 内海　政明
厚木なかちょう大通り商店街（振） 六ヶ村　健三

中央通り名店街 山田　信一
厚木一番街商店街（振） 中村　茂樹

（一社）あつぎ商和会 小林　延好
高校通り商友会 神田　修

宿愛甲商工振興会 浅井　幸一
緑ヶ丘中央商店会 西迫　哲

玉川商栄会 三橋　幸成
依知商工親和会 大谷　俊之
睦合商工振興会 高橋　哲彦
林商工倶楽部 野島　一夫

末広会 田口　幸一
伊勢原市商店会連合会 大山　学 [5]

片町商店会 二宮　真一
大神宮通り商店会 岩田　雅之

本町商店会 村山　明宏
駅前中央商店会 佐野　治之
大原町商和会 越水　崇史

座間市商店会連合会 内藤　和美 [16]
座間大和線商店会 小山　功

相模が丘第一商店会 鈴木　洋三
相模が丘第四商店会 小林　英誉

相模が丘商店会 小多喜　正範
東海相模通り商店会 川名　伸幸

相模銀座商店会 平田　良夫
ひばりショッピングタウン 安川　吉弘

六道新栄会 大山　勲
みどりとさくらの街さがみ野 高波　貴志

さがみ野商店会 竹井　進
相武台商店会 落合　明

相武台南口商店会 戸津　信義
立野台商店会 木川　克明

座間駅前商店振興会 内藤　和美
座間大通り商店会 加藤　正司

ひばりが丘一丁目商店会 高野　憲
綾瀬市商店会連合会 清水　勝美 [4]

大上商店会 小宮　道弘
中村商店会 清水　勝美

バザール商店会 山田　賢治
綾北商店会 峯松　守

葉山町商店会連合会 笠原　俊一 [12]
一色商店会 森崎　健

一色大滝商店会 宮寺　透雄
山の手商店会 陸永　康史

かざはや商店会 守谷　淳



社員名 代表者 備考
葉山元町商店会 高木　康之

辻町商店会 小池　恒夫
長柄商店会 笠原　俊一

森戸真名瀬海岸通り商店会 矢島　義則
長柄・葉桜商店会 深井　誉士洋

木古庭商店会 椿　和憲
上山口商店会 荒本　恵司
下山口商店会 亀ヶ谷　光蔵
大磯町商工会 重田　照夫

二宮町商店連合（協） 内海　申了 [10]
富士見が丘 藤野　武

南口駅前商店会 西山　満彦
中央通り商店会 西山
上町中町下町 田中　祐一
栄通り商店会 二見　泰弘

北口通り商店会 清水　卓二
山西地区 森　茂芳

中里商店会 内海　四郎
百合が丘中央商店会 村川　栄治

一色地区 内山　良亮
湯河原町商店街連合会 村上　一夫 [4]

中央商店会 力石　重人
サンサン通り会 石川　徹

湯河原駅前通り明店街 村上　一夫
温泉場商店会 小菅　奉和

あいちゃん商店会 土門　巨幸 [3]
中津中央商店会 安井　孝

中津商店会 大矢　貞明
高峰商業会 土門　巨幸


