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果物・ヤサイの アサキ
荒木屋
油清
板吉菓子舗
㈲魚慶商店
鮮魚・仕出し 魚末
魚良
㈱歌行燈 本社 経営管理部
オオスミフルーツ
小川茶店
貝繁本店
貝新フーズ㈱
㈲貝藤
貝増支店
㈲貝増商店
柿安
御菓子処 和
肉のかね重
㈲かねき商店
くわなまちの駅
㈱坂口屋
瑞宝志ぐれ 赤須賀店・外堀店・駅前店
水貝酒店
スズカ川北食品直売店 豆庵
㈱総本家 貝新新七商店 星川サンシティ店
㈱総本家 貝新新七商店　本店
総本家 貝新 水谷新九郎商店
総本家 新之助 貝新 貝新ビル店
㈲茶茂 本店
㈱永餅屋老舗 メイト店
花乃舎
㈱バロー　星川店
フルーツハウス YAOYASHI（オリーブ）
ミスタードーナツ 桑名ショップ
㈲ライスハウス いとう
割烹 藍川
桑名 東鮓
魚重楼
魚城の玉子焼き店・お食事処魚城 魚城
風流うどん・そば料理 歌行燈
うなぎや
柿安　料亭本店
麺類食堂 かね宇
川市
和洋懐石料理 㐂美寿司
京町 柿安　本店
清寿司　総本店
はんばあぐ處 ぎんごんちゃん。桑名店
五大茶屋
おふくろの味 三田
多古八
桑名 玉寿司
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With・you（美容室ウィズユー）
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スピリチュアル アロマ サロン エメラルド
かつらや
Kato オンセラ整体
クープドゥ・アジュール
こりとりふぁーむ 星川店
さとわ 桑名店
三共油脂株式会社
CPサロン エルフィン本店
GYM  R-13
美肌サロン 睡蓮
タカハシ理容店
カイロプラクティック Dandelion
チドリ理容
東宝美容院
PER-HAPS
ヘアーサロン 早咲
びようしつ ピオラ
ヒラノ薬局
フジワラ補聴器
美容室 まあちすりい
㈱マルキ
（メナード化粧品 鳴海北販社）メナードフェイシャルサロン To Flap
もみじや化粧品店
LAPOR

ブティック アイドル
アオヤマ時計店
㈱赤ちゃんデパート水谷 桑名本店
ブティック あき
㈱浅井屋本店
㈱アド三愛
アピタ桑名店
abito
荒川商会
allibox 星川店
アルル
イオン桑名ショッピングセンター
メガネのイシガキ
㈲一番街 山城屋
ITTO個別指導学院 星川校
㈱伊藤工務店
手芸・毛糸 いなば
㈱いわたや いわたや寝具店 本店
㈱ウインズ
上田染工
ウシオ書房
ヴィアティンスポーツクラブ
内田画廊
㈲NMC2011 サンシティ星川店
エリートクリーニング 八間通店
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㈲大泉屋
器の店 大倉
岡地証券㈱ 桑名支店
㈲ 奥出建具店 木材販売・改築相談・ムートンノア くぼ多
㈱オケリ
㈲お花ちゃん生花店
㈱尾張屋仏檀店
オンセンド 桑名サンシティ店
加藤産婦人科
石鹸・雑貨・カネボウチェーン ㈲金井屋商店
㈲加納電気
㈲カミノ商店
GALLICO21
教育サプライ
㈱カラーズインターナショナル ティアラ
㈱呉服の川むら
㈲瓦幸本店
ブティック 紀久
木源村上商店
㈱岸野屋
㈱きもの処 染重
金時薬局
クリーンサービス桑名㈲
桑名信用金庫 星川支店
㈱桑名スポーツ
桑名整骨院・桑名鍼灸院
桑名の千羽鶴 和紙取扱所
㈱桑名百貨店（ファッションプラザくわな）
桑名薬局
リサイクルショップ ココナッツ
五大
㈱小林結納店
コンテンツ アイディア オブ アジア㈱
㈲近藤建築工業
㈲やま治近藤陶器店
サウンド・イン・マツオカ
Tic インテルナ栄屋
栄屋家具・るなぱあく
佐久間商店
桜井漁網ロープ店
室内装飾 ザ・ヨツヤ
塩良呉服店
三栄でんき ヤナギダ
シャディサラダ館 益生駅前店
JUICHIYA
シュガーデイジー
正直仏壇具店（旧 正直屋）
時計・宝石・めがね 正確堂
積水ハウス㈱
大貴建築
㈱ダイソウモータース
㈱大洋物産
髙須屋
（合）建長木工所
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TN DENTAL CLINIC
ディノ スタジオ
寺町美術教室
東新電機工業㈱
東松電器本店
時計屋ネット
strumm
長島屋
㈲長瀬印刷所
医療法人 中村医院
㈱ナヤデン
㈲日進印刷
㈱日進モータース商会
日盛堂
㈱ぬし与仏壇店
婦人服 ぬなみ
㈲ブティック ノイ
ハウスドゥ ! 桑名店 ㈱メイゴー
靴のハットリ
㈲花甚
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果物・ヤサイの アサキ

どうぞお買い求め下さい
時の季節の野菜・果物・お花をお安くお買い求めい
ただきます。

;桑名市南寺町62番地
{0594-22-2036
|7:00〜18:30
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-2036
1 南寺町 荒木屋

がんばっている八百屋です
吟味の果物・鮮度の野菜

;桑名市常磐町52
{0594-22-1284
}0594-22-1284
|9:00〜18:30
#不定休
?有 6台

$0594-22-1284
2 記念通り 油清

桑名が発祥の地である「桑名のこめ油」を卸売、小
売。揚げ物、炒め物、なんでもご使用になれます。く
せの無い風味が特徴。油の嫌な臭いが少なく、調理
時の油酔い、胸やけを起こしにくい油です。

;桑名市馬道1丁目31番地
{0594-22-4451
}0594-23-4434
|9:00〜18:00
#木・日曜日
?無
[http://komeabura.com
]absay@komeabura.com

$0594-22-4451
3 馬道大通り

板吉菓子舗

ふる里の味
なつかしの田舎あられ「たがね」。大好評をいただ
いております。
たんきり飴、カンカン棒他。飴各種品揃え!!

;桑名市南寺町60番地
{0594-22-4363
}0594-22-4363
|平　日 9:00〜18:00
*三八市 7:00〜18:00
#月曜日（三八市・祝日の場合は火曜日）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-4363
4 南寺町 ㈲魚慶商店

駅前一号線角の八百屋と言えばココ!!
地元の旬な野菜と果物を食卓に届けます。
桑名駅東の商店街「モール寿」に来なすったら、
いっぺん寄ってみてちょーよ（笑）

;桑名市寿町2丁目23番地
{0594-22-1350
|9:00〜18:00
#日曜日・祝日
?無

$0594-22-1350
5 モール寿 鮮魚・仕出し 魚末

新鮮な魚貝類、手造りの惣菜を販売しております。

;桑名市南寺町57番地
{0594-22-1295
}0594-22-1295
|8:00〜18:00
#月曜日（三八市・祝日の場合は火曜日）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-1295
6 南寺町
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魚良

みなさん、魚は好きですか?
今、世界中の人々がおいしくて安全な日本の魚を
求めています。一度、日本のすばらしい食文化を見
直して下さい。お待ちしております。

;桑名市大字桑名476-86
{0594-22-5249
}0594-22-5249
?無

$0594-22-5249
7 一番街 ㈱歌行燈 本社 経営管理部

歌行燈 全社60店舗を統括している事務所です。
乾麺（うどん・きしめん）、カレールー、だしのもと
等も販売しております。

;桑名市末広町40番地
{0594-21-7161
}0594-21-8771
|9:30〜18:30
#日曜日
?無
[http://www.utaandon.co.jp
]info@utaandon.co.jp

$0594-21-7161
8 末広町 オオスミフルーツ

手づくりババロア
生のフルーツを入れた手づくりのババロア、是非
召し上がってみて下さい。

;桑名市南魚町91
{0594-22-4353
}0594-23-4799
|9:00〜18:00
#不定休
?有 5台
[http://osumi-fruit.co.jp
]info@osumi-fruit.co.jp

$0120-22-4353
9 南魚町

小川茶店

創業明治15年より「皆様に癒しと文化を提供する」を理
念とし、地元三重県の伊勢茶をはじめ、全国有数の茶産
地より安心安全な上級茶葉を厳選し、多くの方々に喜ん
で頂いております。是非、癒しの空間にお越し下さい。

;桑名市堤原14
{0594-22-1308
}0594-22-9795
|8:00〜19:00
#なし
?無 
]icf34008@nifty.com

$0594-22-1308
10 今一色 貝繁本店

創業明治36年より桑名名物「志ぐれ蛤」の味と伝
統を守って百十余年。小さなのれんと共に昔なが
らの桑名の志ぐれ煮をご用意しています。

;桑名市殿町18
{0594-22-0674
}0594-23-5459
|9:00〜19:00
#水曜日
?有 3台

$0594-22-0674
11 殿町 貝新フーズ㈱

桑名伝統の志ぐれ煮製法を活かし、新たな食の味を求めて!!
桑名名産焼蛤、志ぐれたまりをつけて焼く串蛤、し
ぐれごはんなど食べられます。蛤、あさりのしぐれ
の他にも当店だけの品を多数そろえていますので、
家用にお土産用にとご利用ください。

;桑名市南寺町46番地
{0594-21-6663
}0594-23-4147
|9:00〜19:00
#月曜日（三八市・祝日の場合は火曜日）
?有 寺町通商店街駐車場
]kaisinfk@yahoo.co.jp

$0594-21-6663
12 南寺町
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㈲貝藤

桑名の銘品・伝統の味
「真の味を守る」をモットーに、秘伝の技を駆使し
て丹精込めて炊き上げました。先様に心を伝える
ご贈答品として、又ご家庭用に、数々の好適品を取
り揃えて、お待ちしております。

;桑名市殿町22番地
{0594-22-0371
}0594-23-0470
|9:00〜18:30
#年始（元旦、2日）のみ
?有 3台

$0594-22-0371
13 殿町 貝増支店

四代目“貝増”寺町支店として60年前に現在の所
に出店し、名産のしぐれ煮、佃煮、お惣菜を販売さ
せていただいてます。

;桑名市南寺町70
{0594-22-1411
}0594-22-1411
|平　日 8:00〜18:30
*三八市 7:00〜18:30
#月曜日（三八市が月曜日の場合、
*翌火曜日）
?有 30台

$0594-22-1411
14 南寺町 ㈲貝増商店

赤須賀漁港でとれたての新鮮な蛤や白魚を秘伝のたまりじょ
うゆで炊いております。漁師さんから直接買い付けた生貝は、
赤須賀店にて量り売りもしております。

【赤須賀店】桑名市赤須賀市場町 電話&FAX0594-22-4908

;桑名市鍛冶町20番地
{0594-22-0543
}0594-22-5519
|本店 9:00〜17:00
*赤須賀店 8:30〜18:30
#本店　水曜日
*赤須賀店　無休
?有 

$0594-22-0543
15 鍛冶町

柿安

柿安伝統の美味しい肉
桑名市内（一部除く）配達いたします。

;桑名市寿町2-476-63
{0594-22-1088
}0594-22-1088
|10:00〜19:00
#木曜日
?無 

$0594-22-1088
16 一番街 御菓子処 和

毎月15日は和菓子の日
当店では特別感謝デーとして20％引で販売して
おります。
但し、あられは除く。

;桑名市東矢田町75
{0594-23-3498
}0594-22-8132
|8:00〜19:00
*水曜日のみ　8:00〜17:00
#無休
?有 4台

$0594-23-3498
17 東矢田 肉のかね重

安心・安全　三重県産肉を食卓に
地産地消を重視した牛肉・豚肉・鶏肉を、安心安全性
をモットーに三重県産にこだわり販売しております。
お惣菜も手造りで昔ながらのコロッケ・焼豚も好評
です。

;桑名市馬道2丁目852
{0594-23-0298
}0594-23-0298
|9:30〜19:00
#日曜日
?有 5台

$0594-23-0298
18
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㈲かねき商店

黒毛和牛の店
食の安全を第一に考え、皆様に安心して美味しく
食べていただけるよう常に気を配っています。
肉の日（毎月29日）は全商品10％ offさせていた
だきます。

;桑名市殿町20
{0594-22-0646
}0594-22-9833
|平日・土・祝　10:00〜18:00
#日曜日
?無 
]kaneki17@i.softbank.jp

$0594-22-0646
19 殿町 くわなまちの駅

まちなか道の駅
桑名の特産品、土産品、農産物などを一同に集約し
販売しています。
ゆめはまちゃんグッズや、いもの製品の他、飲食ス
ペースもございます。

;桑名市北寺町49
{0594-84-6811
}0594-84-6811
|10:00〜16:00
#不定休
?有 寺町通商店街駐車場
[http://www15.plala.or.jp/trz/

tennpo/matinoeki.htm
]info@kuwana-tmo.com

$0594-84-6811
20 北寺町 ㈱坂口屋

お菓子まとめ買い袋詰め合せ卸問屋直売
大量のお菓子が必要な時、ネット通販でも販売中！
業務用の商品を多数取り揃え、商品の閲覧もできます。
子ども用・婚礼用・おつまみ・各種イベントに菓子詰め
合わせを希望予算でお作りします。

;桑名市三ツ矢橋35番地の12
{0594-22-1551
}0594-22-3459
|8:00〜18:00
#日曜日・祝日
?有 2台
[http://e-kashi.jp
]i@e-kashi.jp

$0594-22-1551
21

瑞宝志ぐれ 赤須賀店・外堀店・駅前店

『手づくりの真心こめし味志ぐれ』がモットー
昔ながらの浮き炊き製法による手づくりの味にこだ
わっています。厳選されたあさり・蛤のみを使って、
独自のしぐれたまりにて辛みを抑え、やわらかくま
ろやかなしっとり深みのある味に仕上げております。

;桑名市福岡町384-1
{0594-23-1646
}0594-21-1811
|外堀店・駅前店 7:00〜18:00
*赤須賀店 9:00〜18:00
#赤須賀店・外堀店　水曜日
*駅前店　木曜日
?無 ※赤須賀店は2台駐車できます。
[http://zuihou490.com
]info@zuihou490.com

$0120-01-4490（赤須賀本店）
22 水貝酒店

;桑名市東矢田町69
{0594-22-0117
|9:00〜18:00
#日曜日・祝日
?有 3台

$0594-22-0117
23 東矢田 スズカ川北食品直売店 豆庵

こだわりのお豆腐をご賞味下さい
昔ながらの製法と三重県産の契約栽培大豆を使用し
たお豆腐は、豆の甘さがしっかりと伝わる一品です。
その他にも、具沢山ながんもどき等も取り揃えてお
ります。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-0722
|10:00〜20:00
#サンシティの定休日に準ずる
?有 

$0594-32-0722
24 サンシティ
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㈱総本家 貝新新七商店 星川サンシティ店

創業元禄元年（1688年）江戸時代から今日まで受
け継がれている伝統の味。
こだわりの志ぐれ煮を取り扱っております。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-31-8218
}0594-31-8393
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 
[http://www.kaishin7.co.jp
]kaishin7@alto.ocn.ne.jp

$0594-31-8218
25 サンシティ ㈱総本家 貝新新七商店　本店

創業330年「志ぐれ」・伝統の「たまり味」です。
原料（はまぐり・あさり・しじみ）を「たまり」で「浮
し煮製法」にて製造致します（佃煮ではありませ
ん）。製造直売です。

;桑名市有楽町57番地
{0594-22-0440
}0594-22-6390
|10:00〜19:00
#元旦、毎週木曜日
?有 4台
[http://www.kaishin7.co.jp
]kaishin7@alto.ocn.ne.jp

$0120-490-987
26 有楽町 総本家 貝新　水谷新九郎商店

十一代 三百余年にわたる伝統の味と技
丹念に選ばれた素材それぞれの旨みを保ち、代々
引き継がれてきた「元だまり」で丹精を込めて炊き
上げた伝統の味をお届けします。いつの時代も変
わらぬ老舗の本物の味わいをご賞味ください。

;桑名市有楽町41
{0594-22-0130
}0594-23-6351
|9:00〜19:00
#元旦
?有 10台
[http://www.kaishin-shinkurou.co.jp
]info@kaishin-shinkurou.co.jp

$0594-22-0130
27 有楽町

総本家 新之助　貝新　貝新ビル店

創業から400年。伝統の味。
蛤の名産地として知られる「桑名」名産の志ぐれ煮
をお土産にどうぞ！又、店内の「志ぐれ茶屋」では、
お茶漬けや、蛤・あさりの串焼きなどお召し上がり
いただけます。

;桑名市有楽町53
{0594-23-0490
}0594-23-0490
|9:00〜18:00
#無休
?有 有楽P
[http://www.kaishin.co.jp
]info@kaishin.co.jp

$0594-23-0490
28 有楽町 ㈲茶茂　本店

安政二年にのれんをかかげて以来、味と香りを守
り続けて参りました。
お茶の間はもちろんのこと、御進物にも是非ご利
用下さい。

;桑名市京町41番地
{0594-22-0600
}0594-24-6356
|9:00〜19:00
#本店　月曜日
?有 

$0594-22-0600
29 京町 ㈱永餅屋老舗　メイト店

愛され続ける桑名銘菓
添加物を使用せず、餅米や小豆は国産を使用して
います。
素朴でいて上品な味わいは、贈り物にも最適です。

;桑名市桑栄町2
*桑栄メイトビル1F
{0594-21-2533
|10:00〜17:00
#木曜日
?有 2台
[http://nagamochiyarouho.co.jp
]info@nagamochiyarouho.co.jp

$0594-21-2533
30 桑栄メイト
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花乃舎

「四季の移ろいを和菓子に託して」
歴史に培われた伝統の味と技を守りつつ、魅力あ
る和菓子作りに励んでおります。また、お菓子とお
抹茶の他、素材を吟味したおぜんざいやあんみつ
等を楽しめる喫茶室も併設しています。

;桑名市南魚町88
{0594-22-1320
}0594-23-1320
|8:30〜19:30
#月曜日
?有 6台
[http://thetown.jp/hananoya/
]hananoya@bronze.ocn.ne.jp

$0594-22-1320
31 南魚町 ㈱バロー　星川店

アルカリイオン水 給水機がございます。
会員様募集状況・ご利用方法等については
店舗までお問い合わせ下さい。

;桑名市星川785
{0594-33-2277
|10:00〜21:00
#元旦のみ
?有 
[http://www.valor.co.jp

$0594-33-2277
32 サンシティ フルーツハウス YAOYASHI（オリーブ）

厳選された高級フルーツ
お客様のニーズに合わせてアレンジ致します。
又、ご自宅使いのフルーツ・お菓子・ジュース等も
豊富に取り揃えております。

;桑名市末広町10 オリーブビル1F
{0594-22-2132
}0594-22-8606
|9:30〜18:30
*（お客様のご都合に合わせています）
#不定休
?有 2台

$0594-22-2132
33 末広町

ミスタードーナツ 桑名ショップ

あたたかいコーヒーと、できたてドーナツと、心あ
たたまる笑顔で、皆さまのご来店をお待ちしてお
ります。

;桑名市有楽町56
{0594-23-3452
}0594-23-3452
|7:00〜21:00
#なし
?無 

$0594-23-3452
34 有楽町 ㈲ライスハウス　いとう

お米マイスターのいる店
どんなことでも御相談ください。

;桑名市星川924
{0594-31-2577
}0594-31-2526
|9:00〜19:30
#日曜日・祝日
?有 

$0594-31-2577
35 割烹 藍川

上質な季節の料理を味わい、落ち着いた雰囲気で宴会を
見た目も美しい四季折々の料理を酒類と共に心ゆ
くまでゆっくり楽しめます。季節会席や河豚・スッ
ポン・天然鮎・天然うなぎもおすすめです。

;桑名市相川町38
{0594-24-2221
}0594-24-2221
|11:30〜14:00
*18:00〜22:00
#月曜日
?有 6台

$0594-24-2221
36
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桑名 東鮓

時代遅れのすし屋だが
案に相違し  うまい！なぁー　　　健

;桑名市南寺町18番地
{0594-22-1790
|11:00〜21:00
#水曜日
?有 2台

$0594-22-1790
37 記念通り 魚重楼

明治中期から桑名の地で伝統を操守
日本一とも称される木曽三川で採れる地の蛤を
使ったお造り・焼き・酒蒸し・天ぷら・お寿司と、蛤
づくしの蛤会席。魚重楼ならではの伝統の味覚の
数々を、ご賞味いただきたいと存じます。

;桑名市南魚町31番地
{0594-22-1315
}0594-22-8700
|11:30〜14:30（L.O.14:00）
*17:00〜21:00（L.O.20:30）

#水曜日
?有 15台
[http://www.uoju.co.jp
]info@uoju.co.jp

$0594-22-1315
38 南魚町 魚城の玉子焼き店・お食事処魚城 魚城

創業60余年　職人手作りの伝統の味
仕出し・宴会・お弁当、予算・用途にあわせてお作り
します。玉子焼き店では、お店の味をご家庭でも楽
しんでいただけるよう販売いたしております。
手土産にも好評です。

;桑名市大字和泉227番地
{0594-21-3399
}0594-21-3489
|玉子焼き店　10:00〜18:30
*お食事処　11:00〜14:00
*　　　　　17:00〜20:00
#玉子焼き店・お食事処　水曜日
*仕出し・宴会　不定休
?有 

$0120-01-3399
39

風流うどん・そば料理 歌行燈

創業明治10年のうどん料理店
伝統を守り続ける出汁とこだわりの麺。
桑名の地蛤料理が自慢の老舗。
季節のお料理からご宴会まで、おもてなしの心で
お待ちしております。

;桑名市江戸町10（本店）
{0594-22-1118
}0594-22-1128
|11:00〜21:00
#元旦のみ
?有 30台
[http://www.utaandon.co.jp

$0594-22-1118
40 花街会 うなぎや

お持ち帰り専門店
活きた鰻を注文を受けてから割き、焼きたてをお
客様に提供しております。
川魚、桑名産蛤　販売中。

;桑名市南寺町65番地1
{0594-21-7014
?有 

$0594-21-7014
41 南寺町 柿安　料亭本店

創業明治4年
老舗のすき焼・しゃぶしゃぶ・あみ焼を
どうぞお召し上がりくださいませ。

;桑名市江戸町36
{0594-22-5555
}0594-22-9790
|11:30〜21:00（Lo20:30）
#なし
?有 20台
[http://www.kakiyasuhonten.co.jp/
]k-ichikawa@kakiyasuhonten.co.jp

$0594-22-5555
42 花街会
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麺類食堂 かね宇

お近くの大衆食堂
迅速に出前いたします。

;桑名市殿町9
{0594-22-1274
|10:00〜18:00
#木曜日
?有 1台

$0594-22-1274
43 殿町 川市

餃子が名物のうどん屋
ほとんどのお客様が餃子と味噌煮込みを注文する
異色のうどん屋です。
毎日うちたてのうどんを提供いたします。

;桑名市川口町32番地
{0594-22-1709
}0594-22-4431
|11:30〜14:00
*17:00〜21:00
#月曜日（麺がなくなり次第終了）
*火曜日
?有 10台
]info@pengin-kawaichi.com

$0594-22-1709
44 和洋懐石料理 歖美寿司

140余年の伝統と和洋懐石料理
伝統的な寿司と和洋創作料理がたのしめる“大人
の隠れ家”です。

;桑名市江戸町12
{0594-22-1618
|昼席11:30〜13:30（Lo）
*夜席17:30〜22:30（Lo）
#水曜日
?有 5台
]kimizushi0614@gmail.com

$0594-22-1618
45 花街会

京町 柿安　本店

一店主義を貫き、信頼の味を供する肉料理の名店。
契約する三重県大安町カネキ牧場で、兵庫県但馬
産雌仔牛を丹精込め飼育。「大安牛」の真価を楽し
めるのが、名物「寿き焼」です。じっくりとご賞味を。

;桑名市京町36
{0594-22-0318
}0594-22-4868
|11:00〜16:00
*16:30〜22:00
#月曜日
?有 

$0594-22-0318
46 京町 清寿司　総本店

ゆったりと広いカウンター席で、
旬の恵みをご堪能下さい。
ランチや会席料理もございます。

;桑名市桑名476-82
{0594-22-1557
}0594-21-1223
|10:00〜22:00
#水曜日（祝日は営業）
?有 1台（有楽P、サンファーレPをご

利用下さい）
[http://www.kiyozushi-honten.jp/

$0120-21-9871
47 モール寿 はんばあぐ處 ぎんごんちゃん。桑名店

ぎんごんちゃん。でしか味わえない
スペシャルな「はんばあぐ」を
ご用意しております。

;桑名市大字大仲新田字屋敷327番1
{0594-32-0088
|11:00〜14:30
*17:00〜22:00
#元旦
?有 30台

$0594-32-0088
48
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五大茶屋

「身体にやさしいメニューです」
旬の野菜を中心に、こころを込めて作ります。
メニューは週替り。
予約可。

;桑名市南寺町45
{0594-84-7121
|11:30〜15:00
#日・月・火曜日
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-84-7121
49 南寺町 おふくろの味 三田

新鮮野菜・魚を中心にした おふくろの味
刺身・煮物・手作りピザ等、また毎日変わるカウン
ターに並ぶ魚の煮付、総菜料理が好評。今の時期は
おでん!!ゆったりと楽しく明るい空間作り。
ご予約にて、奥の部屋でのコース料理も承ります。

;桑名市南魚町68番地
{0594-25-0881
}0594-25-0881
|16:00〜23:00（Lo10:00）
#日曜日
?有 寺町横

$0594-25-0881
50 南魚町 多古八

;桑名市南寺町63
{0594-22-8614
|11:50〜13:30
*17:00〜21:00
#月・水・金曜日
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-8614
51 南寺町

桑名 玉寿司

創業80年
こだわりぬいた天然ものに出会える
一魚一会の老舗

;桑名市寿町1-21
{0594-22-0772
}0594-22-0772
|17:00〜22:00
#月曜日
?無 

$0594-22-0772
52 モール寿 俵寿司

元祖 蛤握りずし
“伊勢の国”桑名の宿場町に初代が暖簾を挙げ100
年以上。
海水と淡水が交わる絶好の環境で育った蛤をにぎ
り・むしずし・天ぷら・焼蛤などでご賞味下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　四代目店主

;桑名市江戸町七番地
{0594-21-5454
}0594-87-7484
|11:30〜14:00
*17:00〜23:00（Lo22:30）
#火曜日（祝日の場合は電話確認）
?有 5台

$0594-21-5454
53 花街会 丁子屋

創業170余年 本場桑名の焼蛤と日本料理
お値打ちな蛤ランチから、本格的な日本料理まで
お作りいたします。
掘りごたつ席や足の楽な畳イス席の個室（35名様
まで）もございます。
慶事、法事など各種ご宴会承ります。

;桑名市寿町3丁目56の1
{0594-22-6868
}0594-21-4314
|11:00〜14:00（Lo13:30）
*17:00〜21:00（Lo20:30）
#木曜日・第3水曜日
?有 6台
[http://www.choujiya.com

$0594-22-6868
54 寿町通り
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蛤料理 日の出

「美味しんぼ」で紹介された はまぐり鍋
桑名産地蛤にこだわり、秘伝のだしが効いた「はま
ぐり鍋」は店一番のおすすめです。
その他、季節の会席・鰻料理・白魚料理など楽しめ
ます。

;桑名市川口町19
{0594-22-0657
}0594-22-2466
|昼 11:30〜14:00（季節により営業）
*夜 17:00〜22:00 要予約
#水曜日（第3水曜は営業し、前々日の

月曜を休業）12月は変更されます。
?有 15台
[http://www.hamaguri.com
]hinode@hamaguri.com

$0594-22-0657
55 花街会 ふくろう食堂

〈昔懐かしのスパゲティが名物です〉
リーズナブルな価格と豊富なメニューで、どの年齢
層のお客様にも喜んで頂けます。鉄板スパゲティは
当店人気No.1メニューです。懐かしくもあり新し
い、そんなスパゲティを是非一度ご賞味下さい。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-3811
|10:00〜15:00
#サンシティの定休日に準ずる。
?有 

$0594-32-3811
56 サンシティ れすとらん あずまや

洋風の蛤料理の店です
ステーキと蛤料理を中心に各種西洋料理がありま
す。

;桑名市川口町10番地
{0594-23-1800
}0594-23-1802
|11:00〜20:00
#月曜日
?有 15台

$0594-23-1800
57 花街会

パスタ本舗 福や

約50種類以上の豊富な料理！！
本格創作パスタが味わえます。
毎日食べても飽きのこない、バラエティ豊かな日
替りランチも御用意しております。

;桑名市星川785 サンシティ
{0594-32-0513
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 

$0594-32-0513
58 サンシティ びっくりドンキー サンシティ星川店

この一皿に、大切なこと、ひとつずつ
人にやさしいこと。自然にやさしいこと。
安全・安心をして環境との共生をめざすわたした
ちの「食」は、生産者の方々のたゆまぬ努力と創意
工夫、そして熱意に支えられています。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-33-3000
}0594-33-3000
|11:00〜深夜2:00
#年中無休
?有 
[http://bikkuri-donkey.com/
]bd447@ajial.co.jp

$0594-33-3000
59 サンシティ ベル　エキップ

楽しい（おいしい）時間を当店で
パスタ・ピザ・一品料理等、イタリアンにこだわら
ないメニュー内容で、お酒に食事にと幅広く楽し
んで頂けます。

;桑名市末広町54
{0594-21-9256
|11:30〜14:00
*17:30〜22:00
#火曜日・第1月曜夜・第3月曜日
?有 5台

$0594-21-9256
60 末広町
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ONE CRUNCH

創作パスタ&オムライスのお店
オーナーシェフが作る数々の創作料理。
ドリンクも100種類以上取り揃えております。
ゆったりとした空間でおくつろぎ下さい。

;桑名市陽だまりの丘2-2411 2F
{0594-32-1636
}0594-32-1636
|ランチ11:00〜14:00
*（土・日・祝日以外）
*ディナー17:30〜23:00
*（週末17:30〜0:00）
#月曜日
?有 

$0594-32-1636
61 エンシュウヤ

楽しさあふれるバラエティメニュー
ランチタイム（11:00〜14:00）
日替りランチ・らーめんランチ・カレーランチを
揃えてます。

;桑名市寿町2-476-64
{0594-22-4792
}0594-22-4792
|11:00〜19:00
#木曜日
?無 
[http://www.ichibangai.com
]ensyu_ya@ybb.ne.jp

$0594-22-4792
62 一番街 京楽飯店

当店 京楽飯店は、深夜営業中心で、45年あまり全
身全霊で取り組んで来ました。これからも体力気
力の続くかぎりガンバりますので、よろしくお願
い致します。

;桑名市有楽町40番地
{0594-21-8620
}0594-21-4573
|18:00〜深夜2:00
#火曜日
?有 ※駐車券をお渡しします

$0594-21-8620
63 有楽町

中国料理 川龍

気軽にラーメンから本格中華まで!
自家製にこだわった本格中華を、安心安全な食へ
のこだわりをリーズナブルに楽しんでいただけま
す。特にオススメの2種類の担々麺は川龍のこだわ
りがギッシリ詰まっています!

;桑名市新矢田1丁目23番地
{0594-84-6262
}0594-84-6262
|11:00〜14:30
*17:00〜22:00
#火曜日
?有 8台
[http://www.shenron.digi2.jp
]shen_long_0703@yahoo.co.jp

$0594-84-6262
64 焼肉　二代目 成香園

七輪・炭火・カウンター
焼肉店には珍しいカウンター席もあり、七輪の炭
火でおいしく食べれます。当店自慢の希少部位“イ
チボ”もあり、プリプリホルモンもおすすめです。
¥4,000〜（飲み放題付）コースもあります（要予約）
2F 宴会 30席

;桑名市寿町2-14
{0594-25-0045
}0594-25-0045
|17:00〜23:00 (Lo22:30)
#日曜日（祝日は営業、翌日休み）
?有

$0594-25-0045
65 モール寿 焼肉料理 宙

隠れ家的アットホームな焼肉屋
駅から徒歩5分圏内にある焼肉屋です。厳選国産牛
と秘伝のタレでどうぞ!石焼きビビンバや冷麺な
どの一品メニューもおすすめ★仕事仲間やファミ
リー、カップルでお気軽にお越し下さい♪

;桑名市有楽町44
{0594-24-7223
|17:00〜深夜0:00
* (Lo23:00〜23:30)
#月曜日
?無 

$0594-24-7223
66 銀座
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お好み焼 花菱

自分で作るお好み焼き
花菱は、お好み焼・焼きそばの専門店です。お客様
が焼くこともできるので、みんなでワイワイ食べ
るとたのしいです。
トッピングの山かけ（+200円）が好評です。

;桑名市寿町3-57-12
{0594-21-1828
|昼の部11:00〜14:00 (Lo13:30)
*夜の部17:00〜20:00 (Lo19:30)
#水曜日、第3火曜日
?無 

$0594-21-1828
67 寿町通り 鉄板焼 もろと

真心こめて34年!!
お好み焼・焼きそば・おでん その他 鉄板焼等お酒
のお供も色々取り揃えています。出来たて熱熱を
食べてみませんか!!ご来店をお待ちしています。

;桑名市常盤町51
{0594-23-1537
|17:00〜22:00
#日曜日
?有 共有10台

$0594-23-1537
68 記念通り あきぞう

おいしく楽しい和菓子を通して桑名から笑顔をお
届けしたい。そんな気持ちを大切に和菓子を作っ
ています。

;桑名市西鍋屋町58
{0594-22-3606
}0594-23-3606
|9:00〜18:30
#火・水曜日
?有 6台
]akizo_2008@mail.goo.ne.jp

$0594-22-3606
69

四季の和菓子 栄昌堂

「春花秋月」「風雅清新」
四季の風情を和菓子に込めて…。

;桑名市中央町2丁目42番地
{0594-22-1668
}0594-23-1668
|8:00〜18:30
*日・祝日8:00〜17:00
#月曜日
?有 4台
]chinami.c2-42.k@hop.ocn.ne.jp

$0120-02-1668
70 中央町 餅菓子工房 大黒屋

みたらし団子が名物の餅・和菓子の店
三八市でおなじみの寺町商店街にある餅・和菓子
の専門店。「しょうゆ味のみたらし」は創業以来の
看板商品。祝事の赤飯・紅白餅・誕生餅・仏事用おけ
そくなど慶弔関連の注文幅広く承ります。

;桑名市南寺町67
{0594-22-0418
}0594-22-1807
|8:00〜18:00
#月曜日
*（月曜が三八市又は祝日の場合は火曜休み）
?有 共同で約30台
]danching_mail@yahoo.co.jp

$0594-22-0418
71 南寺町 安永餅本舗 柏屋

手作りの味を大切に
江戸中期の創業以来の味を大切にしたいからこそ、
製法を変えずに一本ずつ手作りにて仕上げてお
ります。控えめな甘さと、焼けたお餅の香ばしさを、
お楽しみ下さい

;桑名市中央町1-74
{0594-22-1197
}0594-22-9371
|8:00〜19:00
#元旦
?有 5台
]mori@yasunagamochi.co.jp

$0594-22-1197
72
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㈲かぶら煎餅本舗

桑名の代表的名物
風味豊かな玉子煎餅です。桑名藩主の祖 松平定信
翁の質素・勤勉の教えの由来も加味してご賞味く
ださい。大きさは大・中・小の3種類あります。併売
の最中もよろしく!

;桑名市南寺町15番地
{0594-22-1394
}0594-22-1795
|8:00〜19:00
#月曜日
?有 2台

$0594-22-1394
73 記念通り ㈲かぶら煎餅本舗 一番街店

桑名の代表的名物
風味豊かな玉子煎餅です。桑名藩主の祖 松平定信
翁の質素・勤勉の奨励の教えの由来も加味してご
賞味くださるようお願いします。

;桑名市大字桑名12-476-60
{0594-22-0393
}0594-22-0393
|9:00〜19:00
#木曜日
?無 

$0594-22-0393
74 一番街 寿恵広

「夏!」といわず1年中アイス饅頭
昭和25年より作り続けて65年。桑名の夏の定番

「アイス饅頭」ですが、夏といわず、食べたい時に
いつでもお求めください。

;桑名市三ツ矢橋11
{0594-23-1466
}0594-23-1480
|8:00〜19:00
#水曜日（夏期無休）
?無 
[http://suehiro-hiros.com/
]info@suehiro-hiros.com

$0120-07-1466
75 三ツ矢橋

たがねや

明治5年創業。桑名の米菓「たがね」
「たがね」お米の粒が残りたまり醤油の味が香ばし
い、炭火ならではの風味。ご嗜好品・ご進物として
ご利用ください。

;桑名市田町30
{0594-22-2828
}0594-22-2829
|9:00〜19:00
#木曜日
?有 2台
[http://www.taganeya.com
]taganeya@taganeya.com

$0594-22-2828
76 田町 和菓子処 長栄堂

知る人ぞ知る味な店
味にこだわり、季節感にこだわり、ホッとするもの
を求めながら、商いを致しております。

;桑名市堤原53
{0594-22-4849
}0594-24-8111
|9:00〜18:00
#水曜日
*但し水曜が祝日の場合は営業
?有 1台
]choeido@at.wakwak.com

$0120-21-4849
77 今一色 とらや饅頭

酒素饅頭の“とらや饅頭”
十一代目、安達仁兵衛の手づくりの味。

;桑名市本町54番地
{0594-22-0706
}0594-22-0746
|8:00〜18:00
#木曜日
?有 3台

$0120-23-0706
78 春日街
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㈱永餅屋老舗

愛され続ける桑名銘菓
添加物を使用せず、餅米や小豆は国産を使用して
います。素朴でいて上品な味わいは贈り物にも最
適です。

;桑名市有楽町35
{0594-22-0327
}0594-22-0328
|8:00〜19:30
*（売り切れ次第閉店）
#無
?有 2台
[http://nagamochiyarouho.co.jp
]info@nagamochiyarouho.co.jp

$0594-22-0327
79 有楽町1丁目 手づくりのぱん のりの 寺町店

焼きたて手造りぱんを販売しています
食ぱん・菓子ぱん・調理ぱんなど豊富な品揃えでお
待ちしています。尚ギフトぱんは、事前予約で作ら
せて頂きます。プレゼント等にいかがですか。

;桑名市南寺町56（寺町店）
*桑名市立田町500-22（工場）
{0594-24-2464（工場）
}0594-24-2464（工場）
|10:00〜12:00
#日曜日、祝日
*（寺町店は月曜日定休）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-24-2464（工場）
80 南寺町 パン工房さらい/みるくモーモ

桑名市地域活動支援センター
カフェ・パン工房・駄菓子屋を運営し、障がい者の
日中活動をサポートしています。飲み物と美味し
い手作りパンを召し上がっていただけます。パン・
駄菓子の注文承ります。★実習生募集中!

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-4733
|カフェ &パン工房さらい
*10:00〜20:00
*駄菓子屋みるくモーモ
*10:00〜17:30
#元旦のみ
?有 

$0594-32-4733
81 サンシティ

御菓子司 保々屋 大山田店

1920年創業の和菓子屋
伝統の和菓子を職人が心を込めて一つ一つ丁寧に
仕上げた逸品が店内に並んでいます。お気軽にご
来店ください。

;桑名市松ノ木1丁目8-5
{0594-88-5567
|9:00〜18:30
#月曜日（祝日の場合は翌火曜日） 
?有
[http://hoboya.mie1.net/

$0594-88-5567
82 御菓子司 保々屋 寺町店

1920年創業の老舗和菓子屋
全国的にも有名な桑名の三八市（朝市）でおなじみ
の寺町通り商店街で、伝統の和菓子を職人が心を
込めて一つ一つ丁寧に仕上げた逸品が店内に並ん
でいます。お気軽にご来店ください。

;桑名市北寺町58
{0594-22-1304
}0594-22-1304
|9:00〜18:30
#月曜日（三八市・祝日の場合は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場
[http://hoboya.mie1.net/

$0120-12-9871
83 北寺町 もちもち小麦のスイーツ&カフェ 魔法庵

もちもち食感が自慢の手作りスイーツ!
希少価値の高い地元産「もち小麦」や、新鮮な地元
産の食材を贅沢に使用したもちもち食感の手作り
スイーツが自慢!その他、モーニング・ランチ・お持
ち帰りなど、幅広い機会でご利用頂けます。

;桑名市星川785 サンシティ駐車場内
{0594-88-5550
}0594-88-5550
|火〜土　8:00〜18:30
*日祝　7:30〜18:00（Lo17:30）
#月曜日
*（祝日の場合通常営業。翌火曜日代休）
?有 
[http://mahoan.com
]info@mahoan.com

$0594-88-5550
84 サンシティ
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明月堂

伝統の和菓子を一つ一つ丁寧に作っております
良い素材で手作りを心掛け、昔ながらの職人の味をお楽しみ下
さい。創業75年の小さな和菓子屋ですが中味は豊富で和菓子、
和洋折衷菓子、おかき、あられとなんでも揃っております。季節
のお菓子をとりそろえて、皆様のお越しをお待ちしております。

;桑名市常盤町31
{0594-22-1286
|8:00〜18:30
#無休
?無 

$0594-22-1286
85 記念通り パティスリー モナミ

飽きのこない味を作り続けています
フワフワなスポンジに口当たりの良いクリーム。
シンプルだけれど、また食べたくなる味を職人が1
つ1つ丁寧に作りあげます。モナミはいつでも作り
たてをお客様にご提供致します。

;桑名市寿町2丁目18番地
{0594-23-4340
}0594-23-4340
|9:00〜20:00
#年中無休
?有 5台

$0120-394-340
86 モール寿 喫茶&ギャラリー 福祉の店 わくわく

障がい者施設の手作り品販売
喫茶・ギャラリーとして、ボランティアさん（あか
つき会）に支えられて17年になりました。地域の
みなさんに愛される店としてがんばっています。
是非一度お立寄り下さい。

;桑名市大字桑名（一番街）
{0594-25-0909
|10:00〜17:00
#木曜・第4日曜日
?有 4台

$0594-25-0909
87 一番街

旬鮮撰酒 一粋 桑名店

旬な食材と豊富なお酒が楽しめる大人のお店

;桑名市寿町2-476-84
{0594-27-0005
|17:00〜深夜1:00（Lo 0:00）
#年中無休
?無 

$0594-27-0005
88 食彩旬魚 うさぎ舎

旬の魚・焼きはまぐりが食べれます
食を彩る旬の魚、桑名「焼きはまぐり」。おすすめ日
替りメニューで一杯いかがですか?店内はこじんま
りとしております。少人数でぜひご来店ください。

;桑名市有楽町44番地 銀座通り内
{0594-25-1338
}0594-25-1338
|18:00〜23:00
#水曜日
?無 

$0594-25-1338
89 銀座 GABACHO

気軽な創作料理とお酒が楽しめるカジュアルダイニングバー
パスタやピザなどのお食事やノンアルコールカク
テルも豊富で女性がゆったりくつろげるアット
ホームなお店です。

;桑名市大央町37 エンブレム大勢1F
{0594-27-1555
}0594-27-1555
|火〜土18:00〜深夜0:00(Lo23:00)
*日曜日18:00〜23:00(Lo22:00)
#月曜日（月に1度連休あり）
?有 5台

$0594-27-1555
90
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酒菜料理 吟

季節の魚とハマグリが食べれる店

;桑名市寿町2-17-2
{0594-24-4906
}0594-24-4906
|16:00〜22:00（23:00閉店）
#月曜日
?無 

$0594-24-4906
91 モール寿 串焼串揚 串侍

桑名の美味しさを堪能。ハマグリ串カツ!
季節の串焼き串揚げをリーズナブルに味わえます。
大ぶりのハマグリを3個使ったハマグリ串カツは
県外からの方にも人気の一品。また、いけすからの
サザエ・大あさりなどの海鮮焼きもおすすめです。

;桑名市有楽町南44 エクセル21 1F
{0594-23-4111
}0594-23-4111
|17:00〜深夜2:00
#日曜日
?無 
]info@44corporation.com

$0594-23-4111
92 銀座 味処 古都

地元の魚から旬の魚まで!
新鮮な魚貝類を取りそろえております。

;桑名市常盤町51
{0594-24-7734
}0594-22-4882
|17:00〜23:00
#月曜日
?有 8台

$0594-24-7734
93 記念通り

集合場所 Three Peace

下町、寺町商店街に新鮮な魚をメインとしたお店。
無料送迎もしております。

;桑名市北寺町59
{0594-22-2883
|火〜木1:00
*金・土2:00、日12:00
#月曜日
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-2883
94 北寺町 たけの古家

古民家風のお洒落な居酒屋
華やかでいて、どこか懐かしい和の佇まい。こだわ
りの旬の素材を使った和・洋・中といった多彩なバ
リエーションの創作料理に定評があります。
ご来店お待ちしております。

;桑名市有楽町32
{0594-24-0324
}0594-24-0324
|17:00〜深夜0:00
*（食事Lo23:00、ドリンクLo23:30）
#不定休
?有 2台

$0594-24-0324
95 有楽町1丁目 居酒屋 どボら

様々な年齢層に人気。
豊富なドリンクメニューと幅広い料理メニューが
魅力。カウンター席でゆっくりと、個室で仲間とワ
イワイと。あなたに合った楽しみ方でお使い下さ
い。★1〜30名まで無料送迎（要予約）

;桑名市坂井598-3
{0594-32-7122
}0594-32-7122
|17:00〜深夜1:00
#月曜日（祝日は営業）
?有 15台

$0594-32-7122
96
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〼屋

「うまい酒、うまい飯アリ〼」の〼屋
粋な空間で各地の焼酎・日本酒に囲まれ、大将一押
しの多彩な天婦羅。四季折々のうま〜い海の幸。
一品料理から創作ダイニングまで本物の味に囲ま
れた魅力一杯な優雅な時間を!

;桑名市安永935-1
{0594-23-5666
}0594-23-5666
|17:00〜深夜1:00
#月曜日
?有 共同

$0594-23-5666
97 マタタビ屋

飲んで、唄って、楽しんで……
焼酎飲み放題!カラオケ唄いたい放題!
1時間1,500円。2時間2,500円。いっぱい楽し
んで下さい。

;桑名市有楽町44番地
{080-6922-1065
|19:30〜
#不定休
?無 

$080-6922-1065
98 銀座 LUCKY

駅前唯一のカラオケボックス
階上のろばたより料理の注文もできるので、食事
をしながらカラオケもできます!お座敷の部屋もあ
りますのでちょっと違った雰囲気でカラオケを楽
しめます!

;桑名市大字桑名476-33
{0594-21-7689
}0594-21-7689
|月〜木 17:00〜深夜2:00
*金・土 17:00〜早朝4:00
#日曜日
?無 

$0594-21-7689
99 モール寿

居酒屋 ろばた

旬のものを味わうならここ!!
旬の魚介類を伊勢まぐろを筆頭に桑名の蛤など
取りそろえております!肉料理や居酒屋定番のメ
ニューも豊富にあります!不定期でお得なイベント
もやっていますのでぜひ一度ご来店下さい!

;桑名市寿町2 476-32
{0594-23-6446
|月〜木曜日 17:00〜深夜2:00
*金・土曜日 17:00〜早朝4:00
#日曜日
?無 

$0594-23-6446
100 モール寿 Bar Lob Nor

女性一人でも入れるアットホームなお店
洋酒、和酒、ソフトドリンクなど豊富なバリエー
ションがリーズナブルに楽しめ、団体様には最新
のカラオケDAMが設置してありますので宴会の2
次会、貸切のパーティーなどにもどうぞ…。

;桑名市吉津屋町42
{0594-23-8238
}0594-25-1000
|19:00〜
#月曜日
?無 

$0120-000428
101
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加圧トレーニングスタジオ Asaka

身体の根本からキレイに健康にしていくお手伝い
をご提案します。

;桑名市北鍋屋町93 笑福ビル2F
{0594-25-3589
|10:00～23:00（完全予約制）
#不定休
?有 2台
[http://shop.synka.jp/asaka/

$0594-25-3589
102 美容室 アリヘアー 星川店

家族みんな、キレイに!!
星川サンシティにある私共アリヘアーは、早い・安
い・うまいをモットーにお子様からシニア世代ま
で幅広くご利用いただける美容室です。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-9599
}0594-32-9599
|10:00～20:00
#無休（1/1～1/3休み）
?有 星川サンシティ P 

$0594-32-9599
103 サンシティ イトウカイロプラクティックオフィス

どこへ行っても良くならない方へ
妊娠中の方から骨盤矯正、ダイエットまで、女性の
お悩みをトータルサポートできるカイロプラク
ティックです。

;四日市市天カ須賀3-4-19
{059-363-5939
|9:00～12:00　15:00～19:00
#水・土曜日、祝日
?有 3台
[http://chiro-office.com

$059-363-5939
104

With・you（美容室ウィズユー）

夏からの乾燥、痛みなど…
ヘアーと共に癒しにいらして下さい。

;桑名市三ツ矢橋12
{0594-23-5501
}0594-23-5501
|9:30～19:00
#水曜日
?有 

$0594-23-5501
105 三ツ矢橋 永楽のゆ　星川店

韓国式の美容促進法や健康法を体験できる健康入浴施設。
本場のスタッフによる韓国式アカすりやボディケ
アをはじめ、炭酸泉を使うヒノキ風呂を備える。ス
ンドゥブやビビンバなど韓国料理が味わえる食事
処も併設する。

;桑名市星川719
{0594-32-2526
|10:00～24:00
#メンテナンス休業日
?有 200台
[http://www.eirakunoyu.com/

$0594-32-2526
106 サンシティ SD Fitness 桑名店

やせたい、体をひきしめたい!
そんなあなたをSDフィットネス桑名店は、フルサ
ポートいたします。ぜひいっしょに夢を実現して
いきましょう。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-33-1071
}0594-33-1072
|月～金10:00～23:00
*土　　10:00～21:00
*日・祝10:00～19:00
#毎月1・16日　年末年始 お盆
?有 
[http://www.geofitness.jp/inquiry.html

$0594-33-1071
107 サンシティ
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スピリチュアル アロマ サロン エメラルド

香りとボディ・マインド・スピリット
ホリスティック ケアで美容と健康をサポート
させていただきます。シータ ヒーリングや各種
リーディング…スピリチュアルなワークを中心に、
オーガニック アロマ トリートメントで至福へと。

;桑名市南魚町77-1F
{0594-88-5188 
*（携帯080-5161-8026)
|10:30～20:00
*（最終受付18:30 時間外応相談）
#不定休
?有 2台　サイクル ポート8台
[http://salon-emerald.com/
]aroma@salon-emerald.com

$0594-88-5188
108 南魚町 かつらや

ディシラ・資生堂・カネボウ化粧品
あなたの肌と心が感じる「ここちよさ」に出会いま
せんか？

;桑名市桑栄町2 桑栄メイト1F
{0594-22-1734
}0594-22-1734
|10:00～18:00
#木曜日
?有 有楽Pをご利用下さい。

$0594-22-1734
109 桑栄メイト Katoオンセラ整体

オンセラで心と体をリフレッシュ ! 三重県上陸
「万病の原因は冷えから」東洋に昔から伝わる各
種テラピーを取り入れながら、ホリスティックな
観点で心と体のケアを致します。「オンセラ温熱療
法」で検索ください。

;桑名市南寺町53
{080-3672-3877
}0594-45-0354
|10:00～18:00
#不定休
?有 寺町通商店街駐車場 

$080-3672-3877
110 南寺町

クープドゥ・アジュール

1時間にお1人のゆったりしたペースの御予約で
お待ちしています。

;桑名市桑名12-476-79
{0594-21-9810
|9:00～19:00
#木曜日
?有 サンファーレ

$0594-21-9810
111 モール寿 こりとりふぁーむ 星川店

当店のスタッフはセラピスト技術経験も豊富でリ
ピーターのお客様が多いお店です。
自信を持ってお待ちしています。

;桑名市星川785 サンシティ
{0594-32-5711
}0594-32-5711
|10:00～20:00
#元旦のみ
?有 

$0594-32-5711
112 サンシティ さとわ 桑名店

心も身体も元気に健康でいるために
毎日使っているあなたの身体にメンテナンスをオ
ススメします。心から笑顔になれる施術で、明日へ
のあなたを応援します。

;桑名市元赤須賀96
{0594-24-0536
}0594-24-0536
|10:00～18:30（最終受付）
#木曜日
?無 

$0594-24-0536
113
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三共油脂株式会社

きれいな髪になっても、地球は汚さない
天然油脂を使った石ケンを職人が釜だき製法にこ
だわって作っています。

;桑名市吉津屋町54
{0594-22-0718
}0594-22-0619
|9:00～17:00
#土・日・祝日・お盆・年末年始
?無 
[http://sankyo-yusi.jp
]info@sankyo-yusi.jp

$0594-22-0718
114 よつや通り CPサロン エルフィン本店

“美の追求”は心にも体にも優しい
フェイシャルエステティックサロン業界随一の歴
史があります。親子3代にわたり、ご愛顧頂き感謝
にたえません。心を込めて最高のご満足をご提供
致します。県内50店舗展開中。

;桑名市星川12
{0594-31-4374
}0594-31-4387
|10:00～19:00
#第1・3日曜日、祝日他
?有 10台
[http://elfin.cpsalon.com
]cp-honten@elfin.co.jp

$0594-31-4343
115 星川地区 GYM  R-13

初心者からトップアスリートまで楽しめる超ハー
ドコアジム。スポーツクラブでは物足りない方は
是非お越し下さい。トリガーポイント療法、加圧ト
レーニングも大人気!

;桑名市星川842-12
{0594-33-4613
}0594-33-4615
|8:30～深夜0:00
#年中無休
?有 
[http://www.facebook.com/pages/

GYM-R-13/184832524895914

$0594-33-4613
116 星川地区

美肌サロン 睡蓮

アットホームな和をイメージしたサロン
お客様のご希望やご予算に応じてオリジナルプラ
ンをご用意させて頂きます。

;桑名市大字星川785
{0594-33-3031
}0594-33-3031
|10:00～20:00
#日曜日
?有 
[http://www.visage-group.net
]info@visage-group.net

$0594-33-3031
117 サンシティ タカハシ理容店

子どもからお年寄りまでご来店頂けます
アットホームな雰囲気のお店です。お客様とのコ
ミュニケーションを大切にし、なりたいスタイル
とライフスタイルを考え、ご提案いたします。

;桑名市末広町24
{0594-22-0822
|8:30～19:00
#月曜日　第2・3・4・5 火曜日
?有 末広駐車場
]thebarber.takahashi@gmail.com

$0594-22-0822
118 末広町 カイロプラクティック Dandelion

腰痛・肩コリ・猫背・美容矯正に自信有り
身体の不調の約80%は「歪み」が原因です。オー
ルハンドで骨の歪みを矯正して自己免疫力を高め、
健康へと導きます。さらに、美容カイロで外からと
内からの美しさと健康を手に入れてみませんか？

;桑名市神成町1-10
{0594-87-6514
}0594-87-6514
|9:00～20:00（予約制）
#不定休（出張や講習のためお休みを

いただくことがあります）
?有 2台
[http://www.ekiten.jp/shop_6055134/
]aki_way_0326@yahoo.co.jp

$0594-87-6514
119
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チドリ理容

水曜日は20:30まで受付OKです!
お仕事帰りにお気軽にご来店下さい。気持ち
い い の か?居 眠 り の お 客 様 も。I am a surfer.

〔Barbershop〕I can speak a little English.
LOL! 

;桑名市有楽町45
{0594-22-2185
|平日9:00～19:30
*水曜は20:30迄
*土・日・祝 8:30～19:30
#毎週火曜日、第3月曜日
?有 2台
*※満車時は有楽Pをご利用下さい。
]yozo.chidori@gmail.com

$0594-22-2185
120 有楽町 東宝美容院

体に優しい技術・商品を提供する美容院
水にこだわった体に優しいパーマ・カラー。長時間
でも着崩れがなく、苦しくならない着付。そして、
今話題のエバメール化粧品のラインナップを取り
揃えております。

;桑名市南魚町54
{0594-22-4678
}0594-22-4678
|8:00～17:30
#月曜日、第3火曜日
?有 1台

$0594-22-4678
121 南魚町 PER-HAPS

;桑名市大央町48
{0594-21-7327
}0594-24-5769
|9:00～18:30
#月曜日
?有 25台
[http://www.per-haps.com

$0594-21-7327
122

ヘアーサロン 早咲

花嫁様のブライダルシェービング
日本ネイリスト協会本部認定講師によるネイル&
スクールもございます。

;桑名市東矢田町10
{0594-22-4024
}0594-22-4024
|8:00～18:00
#月・火曜日
?有 3台
[http://auranail.com
]info@auranail.com

$0594-22-4024
123 東矢田 びようしつ ピオラ

皆様にささえられて55年
ゆったりとくつろげる空間。アットホームな雰囲
気で施術させていただきます。

;桑名市寿町2丁目476-35
{0594-23-3393
}0594-23-3815
|9:00～18:00
#月曜日、第3月・火曜日
?有 有楽P、市営（サンファーレP）をご利用下さい

$0594-23-3393
124 モール寿 ヒラノ薬局

長島町で34年続くヒラノ薬局
自然治癒力・免疫力を高め、病気にならないカラダ
造りのご提案を始め、自然派化粧品でお肌も健康
にするご提案をさせて頂いてます。

;桑名市長島町又木28-2
{0594-42-1188
}0594-42-0947
|9:00～18:30
#祝日
?有 20台
[http://www.hirano9383.jp
]info@hirano9383.jp

$0594-42-1188
125
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フジワラ補聴器

（財）テクノエイド協会 認定補聴器専門店
（社）日本補聴器販売店協会加盟店及び認定補聴器
技能者のいる店です。又、各市町村役所指定店です。

;桑名市南魚町50番地
{0594-27-5555
}0594-27-5556
|10:00～17:00
#月曜日
?有 6台

$0594-27-5555
126 南魚町 美容室 まあちすりい

　
　

;桑名市有楽町44
{0594-24-2824
}0594-24-8208
|8:00～16:00
#月曜日
?有 1台

$0594-24-2824
127 銀座 ㈱マルキ

美容に対するご相談・手入れの実施
資生堂、カネボウ、コーセー、ディシラ、アルビオン
其の他各種有名ブランドの小売販売。

;桑名市大字桑名476番地の61
{0594-23-1611
}0594-23-1615
|9:30～18:30
#正月以外は不定休
?有 有楽駐車場・市営駐車場

$0594-23-1611
128 一番街

（メナード化粧品 鳴海北販社）メナードフェイシャルサロン To Flap

いつまでも素敵な貴女のために…
お一人お一人のカウンセリングを大切に、心を込
めてエステいたします。

;桑名市星川850-3
{0594-33-3388
}0594-33-3588
|10:00～21:00（完全ご予約制）
#年末年始
?有 6台
[http://www.menard.co.jp
]narumikita@coast.ocn.ne.jp

$0120-08-1646
129 星川地区 もみじや化粧品店

お客様がいつまでも美しくあるためのお手伝いを
させて頂きます。ぜひご相談ください。

;桑名市北寺町50
{0594-23-1128
}0594-23-1128
|8:30～18:30
#月曜日（三八市・祝日の場合は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場
]momijiya@intsurf.ne.jp

$0594-23-1128
130 北寺町 LAPOR

　
　

;桑名市星川842-12
{0594-31-9391
}0594-31-9391
|9:00～19:00
#月曜日　（火曜日は不定休）
?有 
[http://www.moz-hair.com

$0120-663364
131 星川地区
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ブティック アイドル

40代からの大人服を提案
上質素材にこだわりながらも適正価格の商品を揃
えています。桑栄メイトと共にずーっと愛される
店をめざします。※お取扱いサイズは7号〜13号

;桑名市桑栄町2番地
*桑栄メイトビル1F
{0594-21-2536
}0594-21-2536
|平日10:00〜19:00
*日・祝10:00〜18:30
#木曜日
?有 有楽P、サンファーレ駐車券

$0594-21-2536
132 桑栄メイト アオヤマ時計店

時計販売・修理、補聴器製作はお任せ下さい
販売はもちろん、どんな時計修理も格安で致します。古
い時計もほとんどできます。電池交換は3〜5分でOK。
補聴器は、雑音・騒音が極めて少なく、あなたにぴったり
のものを製作します。無料出張販売もお電話1本でOK。

;桑名市桑名一番街476-91
{0594-22-2413
}0594-22-2413
|9:40〜19:00
#木曜日
?有 

$0594-22-2413
133 一番街 ㈱赤ちゃんデパート水谷 桑名本店

ベビー用品・節句人形専門店
　

;桑名市内堀56
{0594-22-2862
|10:00〜19:00
#月曜日
*（月曜が祝日の場合は火曜が振替休日）
?有 5台 
[http://www.akadepamizutani.net/

$0594-22-2862
134 鍛冶町

ブティック あき

おしゃれな若返り!!
お取り扱いブランド
◎クリスチャン・オジャール◎ジョルジュ・レッ
シュ◎スチェッソ　7号〜15号サイズ展開

;桑名市有楽町44（銀座通り）
{0594-22-1965
|10:00〜19:00
#日曜日
?駐車券を差し上げますので、有楽P

を御利用下さい

$0594-22-1965
135 銀座 ㈱浅井屋本店

世代を越えて愛される仏壇店
仏壇のデパート浅井屋本店。
100本を越える品揃えを誇る5階建ビル。
安心と信頼と実績であなたをお迎えいたします。
洗濯修理の見積無料。お気軽に御相談下さい。

;桑名市吉津屋町60番地
{0594-23-3001
}0594-23-3003
|9:00〜17:45
#月曜日
?有 8台

$0594-23-3001
136 よつや通り ㈱アド三愛

三重の求人情報満載
幅広い年代と広いエリアにアピールできる3つの
媒体。新聞折込＋フリーペーパー＋スマホ・PCの
トリプルセット掲載の求人広告「アドサンアイ」

;桑名市南寺町32
{0594-22-3788
}0594-23-1580
|9:30〜17:30
#土・日曜日、祝日
?有 2台
[http://www.sanainavi.net
]kuwana@ad-sanai.co.jp

$0594-22-3788
137 記念通り



Life&Stay暮らし・宿泊

46

アピタ桑名店

地元に密着、桑名の為に、永遠に!
アピタ桑名店は、お客様の不便・不満・不快を解決
し、あったらいいなと思う生活を提案します。低価
格で高品質な商品を販売・提供します。桑名ととも
に歩む店、アピタくわな。

;桑名市中央町3丁目21番地
{0594-23-8111
}0594-24-8484
|9:00〜21:00
#2月と8月の第3水曜日
?有 1022台
[http://www.uny.co.jp

$0594-23-8111
138 abito

　
　

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-8855
}0594-32-8855
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 

$0594-32-8855
139 サンシティ 荒川商会

地元の皆様に親しまれて50年
建築資材を巾広く取り扱い、又いろんな種類の合
板を各方面へ提供しています。

;桑名市南魚町75
{0594-22-0747
}0594-22-4165
|8:00〜18:00
#日曜日
?有 

$0594-22-0747
140 南魚町

allibox 星川店

all+i=全てのお客様に愛を
alliboxにはall（全て）＋愛＝ワンちゃんを含めた家
族の皆様へ愛情を…という意味が込められていま
す。その言葉の通りワンちゃんに愛情をもって確
かなサービスをご提供させて頂きます。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-33-3332
|9:00〜19:00
#サンシティの定休日に準ずる
?有 

$0594-33-3332
141 サンシティ アルル

;桑名市吉津屋町31
{0594-21-7720
}0594-21-7720
|9:00〜18:00
#火曜日
?有 1台

$0594-21-7720
142 よつや通り イオン桑名ショッピングセンター

ひとも、まちも、きらきら。
オシャレで心地よく、お得に過ごすことのできる
場所、イオン桑名SC。

;桑名市新西方1丁目22番地
{0594-24-5555
|10:00〜21:00
*（一部売場・店舗を除く）
#不定休
?有 4,000台
[http://www.aeon.jp/sc/kuwana/

$0594-24-5555
143
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メガネのイシガキ

「認定眼鏡士」のいる店
良いメガネを作るには、適切な視力測定、使用目的
やライフスタイルに合ったレンズ選定の専門的で
高度な技術が必要です。メガネのイシガキでは「認
定眼鏡士」が適切なメガネをお作りします。

;桑名市寿町3-66
{0594-22-2059
}0594-22-2059
|10:00〜18:00
#木曜日
?無 

$0594-22-2059
144 寿町通り ㈲一番街 山城屋

品質本位、こだわりの寝具店。仕立直しはウス目に軽く!
近頃はウス目に軽くお作り致します。ウス目の敷
ふとん2枚をお使いになることは寝心地の良い理
想的な“おふとん”なのです。

;桑名市大字桑名476-62
{0594-22-2219
}0594-22-2219
|10:00〜18:00
#木曜日
?有 有楽P

$0120-45-2219
145 一番街 ITTO個別指導学院 星川校

きめ細やかな個別指導
一人ひとりの学習状況や得意・苦手教科が異なる
ように成績を伸ばす方法も決して一つではありま
せん。一人ひとりに合った提案をさせて頂きます。

;桑名市星川842-12 2F
{0594-87-6175
}0594-87-6175
|16:00〜22:00
#土・日曜日
?有 
[http://www.ganbaru.co.jp/itto/
]itto-1156-ho@pk2.so-net.ne.jp

$0594-87-6175
146 星川地区

㈱伊藤工務店

We Can MAKE NEXT STAGE.
次代に残る建造物を追求し、自然と環境に調和を求め「お
互いのプライバシーを守りながらお互いの生活がわかり
あえる」安全で安心な場所を提供できるよう、会社は基よ
り社員一人一人が一丸となり、日夜努力しております。

;桑名市寿町3丁目47番地
{0594-23-2121（代）
}0594-22-1232
|8:00〜17:00
#土・日曜日、祝日
?有 
[http://www.itokoumuten.co.jp
]info@itokoumuten.co.jp

$0594-23-2121（代）
147 寿町通り 手芸・毛糸 いなば

手作りを好きになる!!を目指して
作りやすい、編みやすいをモットーに各種メー
カー品を取り揃えております。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-31-8379
}0594-31-8379
|10:00〜20:00
#サンシティの休業日に準じる
?有 

$0594-31-8379
148 サンシティ ㈱いわたや いわたや寝具店 本店

創業130年の寝具専門店、桑名四日市に4店舗
眠りのプロがどのような睡眠のご相談にもお応え
します。大人気のオーダーメイド枕を是非ご体験
下さい。

;桑名市三ツ矢橋17
{0594-22-5445
}0594-21-7818
|10:00〜18:00
#水曜日
?有 8台
[http://www.iwataya-shingu.co.jp
]iwataya-m18@aqua.ocn.ne.jp

$0120-22-5445
149 三ツ矢橋
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㈱ウインズ

星川駅より徒歩3分!黄色い建物です
桑名・いなべ市・東員エリアの不動産をお探しなら
ウインズへ!

;桑名市星川891
{0594-33-0021
}0594-33-2521
|9:00〜19:00
#水曜日
?有 4台
[http://www.teamwinds.jp/
]star@teamwinds.jp

$0800-200-9021
150 星川地区 上田染工

旗・幕・のれん・のぼり・徽章・祭礼用品の御用命は
当店へ。

;桑名市三ツ矢橋29
{0594-23-0008
}0594-21-2070
|10:00〜18:00
#日曜日
?有 5台
[http://uedasenko.com
]info@uedasenko.com

$0594-23-0008
151 三ツ矢橋 ウシオ書房

ネットで注文→当店で受け取り
当店は、Honya clubに加盟しています。
ご利用・ご来店を心よりお待ちしております。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-32-3020
}0594-33-2088
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 

http://www.honyaclub.com
]ushio1351@jeans.ocn.ne.jp

$0594-32-3020
152 サンシティ

ヴィアティンスポーツクラブ

地域と共に、夢と感動を!!
ヴィアティンは三重県をスポーツで活性化するた
めに活動しています。地域の人たちが積極的に参加
できるように様々なイベントを開催し人々の心が
つながる事で健康で幸せな街づくりに貢献します。

;桑名市和泉680
{0594-87-6009
}0594-87-6086
|9:00〜19:00
#無
?有 30台
[http://www.veertien.jp
]info@veertien.jp

$0120-920-609
153 内田画廊

絵画・掛軸の専門店として桑名駅前に店を構えて約40年
日本画・洋画・版画など、とっておきの美術品との
出逢いをお手伝いします。購入のほか買取り、各種
額装・表具加工にも対応致します。

;桑名市桑名476-72
{0594-21-9065
}0594-23-0133
|10:00〜18:30
#木曜日
?駐車券有り（サンファーレ・有楽） 
[http://www.rakuten.co.jp/garou/
]guchida@plala.to

$0120-861-987
154 一番街 ㈲NMC2011 サンシティ星川店

ヤングからミセスまで
ファッショナブルに美しく着こなして頂けるよう
コーディネートさせて頂きます。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-3317
}0594-32-3317
|10:00〜20:00
#無休（元旦のみ）
?有 サンシティ P

$0594-32-3317
155 サンシティ
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エリートクリーニング 八間通店

きちん・きれい・ていねい
「きちん・きれい・ていねい」をスローガンにお客様
に満足頂けるサービス・品質・接客をお届けできる
クリーニング店を目指してまいります。

;桑名市末広町13
{0594-21-7016
|9:00〜20:00
#毎週水曜日・お盆・正月
?有 3台
[http://www.elite-cl.co.jp
]info@elite-cl.co.jp

$0594-21-7016
156 末広町 ㈲大泉屋

呉服とバルーンのお店。お誕生日や出産祝いに!
呉服屋が新しくバルーンショップを併設しました。
ヘリウム入りバルーン、バルーンギフト、おむつ
ケーキ、パーティーグッズ、Baby用品etc...取り
扱っております。

;桑名市馬道1丁目55
{0594-22-1096
}0594-84-6010
|10:00〜18:00
#日曜日
?有 4台
[http://ballooooon-shop.com
]ballooooon.shop@gmail.com

$0594-22-1096
157 馬道大通り 器の店 大倉

創業明治8年。皆様に愛される器の専門店。
器のことならおまかせ下さい。業務用食器から家
庭用ギフトまで器の専門店。お気軽にお立寄り下
さい。

;桑名市吉津屋町10
{0594-22-1135
}0594-24-0267
|9:30〜18:30
#月曜日（但し数回臨時休業あり）
?有 2台
[http://www.okura-u.com
]ookura-10@bear.odn.ne.jp

$0594-22-1135
158 よつや通り

岡地証券㈱ 桑名支店

岡地証券
商号：岡地証券株式会社
金融商品取引業者　東海財務局長（金商）第5号
加入協会：日本証券業協会

;桑名市寿町2-31-20
{0594-21-5521
}0594-21-5526
|8:30〜17:15
#土・日曜日、祝日
*年末の1日、年始の3日間
?有 3台
[http://www.okachi-sec.co.jp

$0594-21-5521
159 モール寿 ㈲ 奥出建具店 木材販売・改築相談・ムートンノア くぼ多

;桑名市南寺町53
{090-3157-2508
|10:00〜18:00
#月曜日（三八市・祝日の時は火曜日）
?有 寺町通商店街駐車場

$090-3157-2508
160 南寺町 ㈱オケリ

ガス・水まわりの住宅設備専門店
桑名市内を中心にキッチン・バス・トイレ・ガス
機器の販売・施行、増改築工事を行っております。
パッキンの取替からリフォームまで、水まわりの
専門店ですのでお気軽にご相談下さい。

;桑名市明正町24
{0594-22-1634
}0594-23-6134
|8:00〜17:00
#日曜日、祝日
?有 5台
[http://okeri.jp

$0594-22-1634
161



Life&Stay暮らし・宿泊

50

㈲お花ちゃん生花店

永く愛され80余年の実績
お花は社会に彩りを与え、皆様の特別をより特別
にします。歴史に裏づけられた信頼と安心をもっ
て大切な気持をお届けいたします。
◎イオン桑名店    0594-23-0087
◎サンファーレ店 0594-25-1712

;桑名市南寺町16番地
{0594-22-1091
}0594-22-1012
|8:30〜18:00
*（店舗によって異なる）
#寺町本店 火曜日、SF店 木曜日
?有 2台
[http://ohanachan.jp
]ohanachan.jp@gmail.com

$0120-22-1091
162 記念通り ㈱尾張屋仏檀店

仏壇・仏具で130年。伝統の技を結集した自信作が多数
◎仏壇・仏具のせんたく修理 ◎お仏壇の移動 ◎お
位牌の文字彫り・文字書きなど、とにかく仏事のこ
となら何なりとご相談下さい。

;桑名市吉津屋町39
{0594-22-0767
}0594-24-0758
|9:00〜18:00
#木曜日
?有 5台
[http://www.butudanya.com
]owariya@butudanya.com

$0120-22-0767
163 よつや通り オンセンド 桑名サンシティ店

全国に90店舗をチェーン展開するファッション衣料品店
実用衣料・服飾・雑貨・寝具インテリアもカテゴ
リーに加え「豊富な商品、楽しいお買物」をモッ
トーに品揃えを致しております。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-33-3511
}0594-33-3512
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 サンシティ共用

$0594-33-3511
164 サンシティ

加藤産婦人科

ゆっくりと診療　
末広町にて35年間になります。ロートルになりま
すが時間はあり、ゆっくりと診療しています。

;桑名市末広町7番地
{0594-23-1101
}0594-23-3082
|9:00〜12:00　15:00〜18:00
#日・金曜日　祝日
?有 3台

$0594-23-1101
165 末広町 石鹸・雑貨・カネボウチェーン ㈲金井屋商店

日用品、雑貨、化粧品販売と共に白洋舎のクリーニ
ング取次店として営業致しております。

;桑名市三ツ矢橋37
{0594-23-1454
}0594-23-1462
|8:30〜19:00
#日曜日
?有 3台

$0594-23-1454
166 三ツ矢橋 ㈲加納電気

電気のことなら安心しておまかせ下さい
当店は家電販売・修理・遊技場や住宅の電気工事、
施工管理を行っております。「安心・便利」な町の電
気屋さんを目指しておりますので、電気の事でお
困りの事があればお気軽にお問い合わせ下さい。

;桑名市大字江場382番地
{0594-23-3367
}0594-24-0929
|9:00〜18:00
#日曜日、祝日
?有 
[http://www.kano-denki.jp
]masashi@kano-denki.jp

$0594-23-3367
167
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㈲カミノ商店

LPガス・灯油・宝くじ・サッカーくじ（toto）・たば
こ・切手・収入印紙

;桑名市有楽町18
{0594-23-1248
}0594-23-1248
|9:00〜19:30
#日曜日
?無 

$0594-23-1248
168 有楽町1丁目 GALLICO21

着心地のよいトラッドな服を!
アレグリ・スコッチハウス・ポロラルフローレンな
ど世界の一流ブランドをトータルでスーツからカ
ジュアル・靴・カバンまで色々なアイテムを取り揃
えています。（メンズ・レディース）

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-31-8360
}0594-31-8360
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 
]toshi-ga21@ezweb.ne.jp

$0594-31-8360
169 サンシティ 教育サプライ

知・徳・体の総合教育
30年間一貫して行ってきたことは、礼から始まり、
勉学・部活全ての面で成長させる総合教育です。
それを土台として、志望校に合格させていくサプ
ライを体験してみませんか。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{059-326-6468
}059-327-0165
|9:00〜22:00
#日曜日
?有 
[http://www.ed-supply.co.jp/

$059-326-6468
170 サンシティ

㈱カラーズインターナショナル ティアラ

ファッション・様々なお悩みご相談下さい
カジュアルからエレガントまでミセスのファッ
ションを数多く取り揃えるセレクトショップ。
サロンを併設し、各種スクール・占い等も行ってお
ります。詳しくはHPまで！

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-1987
}0594-32-1987
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 
[http://colors-international.com
]info@colors-international.com

$0594-32-1987
171 サンシティ ㈱呉服の川むら

古典柄きものを中心に取揃え、和装小物も充実
石取祭袢天・ゆかたやオリジナルのれん等のお誂
え致します。きもののシミ抜き、丸洗いなどもお気
軽にご相談下さい。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-31-8385
}0594-31-8385
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 
]gofukunokawamura@camel.plala.or.jp

$0594-31-8385
172 サンシティ ㈲瓦幸本店

築き上げてきた信頼と技術
㈲瓦幸本店は明治から続く老舗屋根瓦工事店です。
和風建築屋根の葺き替え工事を得意としています。
軽微な雨漏り修理工事や板金カバー工法、軽量瓦
など屋根の事なら何でもご相談下さい。

;桑名市千代田町34番地
{0594-22-0950
}0594-24-1780
|8:00〜20:00
#日曜日
?有 
[http://www.kawarakou.com/

$0594-22-0950
173
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ブティック 紀久

9号〜17号まで幅広く取り扱っております

;桑名市桑栄町2 メイトビル1F
{0594-24-0787
|10:00〜18:00
#木曜日
?無 

$0594-24-0787
174 桑栄メイト 木源村上商店

安心・高額査定のお店
手放したくない大切なお品物を担保にしたご融資。
いらなくなった貴金属・ブランド品などの買取を
行っております。査定無料なのでお気軽に！

;桑名市外堀54番地2
{0594-22-1422
|9:00〜19:00
#7・17・18・27日
?有 4台

$0594-22-1422
175 鍛冶町 ㈱岸野屋

和紙の卸・小売
画仙紙・水墨画用紙・水引・のし紙・友禅和紙・雲竜
紙・もみ紙・色紙各種類・書道半紙

;桑名市宮通62
{0594-22-1046
}0594-22-9390
|9:00〜18:00
#日曜日、祝日
?有 2台

$0594-22-1046
176 春日街

㈱きもの処 染重

よりよい品を、よりお値打に
産地の伝統工芸きものから洗えるきものまで買取
仕入のためお値打に揃います。丸洗い・仕立替・染
替などのご相談もお気軽に…。

;桑名市桑栄町2-23 桑栄メイト1F
{0594-27-1775
}0594-27-1776
|9:30〜18:30
#木曜日
?有 有楽、サンファーレ
[http://facebook.com/someju
]someju@sa6.gyao.ne.jp

$0594-27-1775
177 桑栄メイト 金時薬局

　
　

;桑名市南寺町52番地
{0594-22-6626
}0594-22-6626
|9:00〜18:00
#月曜日（三八市・祝日の時は火曜日）
?有 4台・寺町通商店街駐車場

$0594-22-6626
178 南寺町 クリーンサービス桑名㈲

店舗・オフィスのクリーニング
人と環境に優しい洗剤を使用してイスのクリーニ
ングも行っております。「快適」を維持するために
も定期的なお掃除サービスをおすすめいたします。

;桑名市大字西方897-2
{0594-21-6671
}0594-25-3844
|8:30〜17:30
#不定休
?有 2台
[http://www.cs-kuwana.jp
]info@cs-kuwana.jp

$0594-21-6671
179
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桑名信用金庫 星川支店

いつもおそばに星川支店
住宅・マイカー・教育資金等のローン相談など、お
気軽にご来店ください。

;桑名市大字星川842の9
{0594-31-1211
}0594-31-1212
?有 17台
[http://www.kuwashin.co.jp

$0594-31-1211
180 星川地区 ㈱桑名スポーツ

スポーツ大好き人間集まれ!
野球用品を中心に、シューズ、トレーニングウェ
アー、陸上用品など各種競技用品、ウェアーを取り
揃えています。もし、探し物がみつからなかったら
お気軽にスタッフにお聞きください。

;桑名市寿町3-60
{0594-23-2321
}0594-22-4923
|10:00〜20:00
#水曜日
?有 4台
[http://www.sports-nakama.

com/kuwana-sports/
]kuwana-sports@mwe.biglobe.ne.jp

$0594-23-2321
181 寿町通り 桑名整骨院・桑名鍼灸院

丁寧な施術、丁寧な説明をスタッフ一丸となって励行しております。
国に認定された国家資格者としての責務を果たし、
地域貢献をして参ります。

;桑名市星川785 サンシティ2F
*（ダイソー様前）
{0594-32-6321
}0594-32-6321
|午前の部 10:00〜14:00
*午後の部 15:30〜20:00
#土曜日午後、日曜日、祝日
?有 
[http://kuwanaseikotsuin.com
]info@kuwanaseikotsuin.com

$0594-32-6321
182 サンシティ

桑名の千羽鶴 和紙取扱所

桑名市無形文化財「桑名の千羽鶴」
◎型染和紙〈越前和紙・越中和紙〉（桑名の千羽鶴専
用手漉き和紙） ◎桑名の千羽鶴型紙セット（展開図
印刷済み6種入り） ◎飾台・飾ケース・釣舟用ケー
スなど ◎本・新装版「桑名の千羽鶴」 ◎完成品各種

;桑名市南魚町86
*めがね工房ごうじ内
{0594-22-2717
}0594-24-4758
|9:00〜19:00
#木曜日、第2水曜日
?無 
[http://www.renzuru.com
]gouji@fantasy.plala.or.jp

$0594-22-2717
183 南魚町 ㈱桑名百貨店（ファッションプラザくわな）

レナウン、キング、オンワードなどのブランドを中心に紳士服売場、婦人
服売場100坪のスペースに肌着や靴下などの実用衣料も扱っています。
2F催事場では様々なイベントを開催。くわなのメンバーズカード会員
に是非ご入会下さい!アピタ桑名店の支店もよろしくお願い致します。

;桑名市三ツ矢橋20
{0594-23-0987
}0594-23-1222
|10:00〜19:00
#水曜日
?有 8台
]fpk987@ruby.ocn.ne.jp

$0594-23-0987
184 三ツ矢橋 桑名薬局

幸福を薬にのせておくる店
平成26年9月29日から新店舗をオープン!地元の
皆さまの薬局として、これからも地域に根づいた
営業を行ってまいります。

;桑名市寿町3丁目25
{0594-22-0236
}0594-22-0236
|9:00〜18:00
#日曜日、祝日
?有 2台

$0594-22-0236
185 寿町通り
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リサイクルショップ ココナッツ

三重県下最安値挑戦中です

;桑名市星川785 サンシティ2F
{050-1058-5284
|10:00〜20:00
#サンシティの休業日に準じる
?有 

$050-1058-5284
186 サンシティ 五大

仏壇・仏具の専門店
明治25年創業以来、120余年、時代とともに多く
のご家庭の幸せを願い、伝統の技を受け継いでまい
りました。お仏壇の種類・大きさ・宗旨による仏具の
違い等、気になることは何でもご相談ください。

;桑名市南寺町69
{0594-23-2918
}0594-23-6678
|9:00〜18:00
#月曜日（三八市、祝日の場合は翌日）
?有 8台

$0594-23-2918
187 南寺町 ㈱小林結納店

冠婚葬祭、困った時は結納ドットコム
おしゃれでシンプルな今時の結納をご提案させて
いただきます。

;桑名市入江葭町68
{0594-22-7637
}0594-22-7686
|9:00〜18:00
#木曜日
?有 2台
[http://www.yuinou.com
]manager@yuinou.com

$0120-22-7637
188 内堀

コンテンツ アイディア オブ アジア㈱

世界初の次世代多次元バーコード（三次元コード）発明・開発
P A T : J P 4 7 6 1 4 0 0 , J P 5 1 0 3 5 4 2 ,
EP1916619（ イ ギ リ ス、フ ラ ン ス、ド イ ツ ）
US8.511.562B2（アメリカ）

;桑名市寿町3-35
{0594-25-8080
}0594-25-8070
|9:00〜18:00
#日曜日、祝日
?有 
[http://pm-code.com
]info@pm-code.com

$0594-25-8080
189 寿町通り ㈲近藤建築工業

創業百年を越え、昔ながらの和風建築から現代の洋風
建築まで、お客様が満足いく住まいを心をこめてお造
りする事をお約束します。神社・仏閣も請け賜わります。
ちょっとしたリフォームでもお気軽にご相談ください。

;桑名市深谷町山ノ原398番地
{0594-29-1171
}0594-29-1171
|8:00〜18:00
#日曜日
?有 
]daitaku@intsurf.ne.jp
]ramondotto@gmail.com

$0594-29-1171
190 ㈲やま治近藤陶器店

巾広く陶器類を販売して60年
新しい海外の商品も少しずつ増やしながら、民芸
品・おみやげ品等も販売してまいります。

;桑名市南寺町63番地
{0594-22-1923
}0594-23-6284
|9:00〜19:00
#月曜日（三八市・祝日の時は火曜日）
?寺町通商店街駐車場

$0594-22-1923
191 南寺町
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サウンド・イン・マツオカ

演歌のことなら当店で!!
新曲キャンペーン（歌手来店）で生唄もお楽しみ下
さい。

;桑名市一番街
{0594-22-6380
}0594-22-6327
|10:00～18:00
#木・日曜日
?無 
[http://sound-inn.net/

$0594-22-6380
192 一番街 Tic インテルナ栄屋

インテリアと雑貨のお店
インテリア雑貨からオーダーカーテンやカーペッ
トまでトータルコーディネーションが出来る楽し
いお店です。可愛いい雑貨もたくさん展示してお
ります。御気軽にご来店ください!

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-31-8361
}0594-31-8361
|10:00～20:00
#元旦のみ
?有 

$0594-31-8361
193 サンシティ 栄屋家具・るなぱあく

今昔の本物家具を提案
本物といえる伝統工芸家具はもちろん、ニューラ
イフスタイルの家具・インテリアの提案もプロの
スタッフにおまかせ下さい。

;桑名市若宮町1丁目
{0594-23-1555
}0594-23-1558
|10:00～19:00
#水曜日
?有 20台 

$0594-23-1555
194 東矢田

佐久間商店

個人から企業ゴミまで幅広い範囲で回収
引越しの時などのまとまった量が出る時も対応し
ますのでご相談下さい。回収地域は、桑名市・東員
町・四日市（富田周辺のみ）。※この地域以外はお問
い合わせ下さい。

;桑名市大字上深谷部367-19
{090-8472-1575
}0594-29-3267
|8:00～16:00
#年中無休
?無 

$090-8472-1575
195 桜井漁網ロープ店

ロープ・網各種取り扱い
漁網・防鳥網・縄・各種フロートなど。
また、切り売り加工もいたします。

;桑名市南魚町89番地
{0594-22-1356
}0594-22-1356
|8:00～18:00
#日曜日、祝日
?有 

$0594-22-1356
196 南魚町 室内装飾 ザ・ヨツヤ

アピールできるものはなにも有りません
商売上手ではありませんが、明治8年より、お客様
の快適な住空間づくりのお手伝いをまじめにさせ
て頂いております。

;桑名市吉津屋町42番地
{0594-25-3000
}0594-25-1000
|9:00～18:00
#不定休
?無 

$0594-25-3000
197 よつや通り
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塩良呉服店

“信用第一”で商いさせて頂いてます
◎呉服と和装小物
◎オリジナル“綿の洋服”
◎ちりめん和雑貨（飾りもの・ストラップ）

;桑名市南寺町42
{0594-22-0451
}0594-22-0451
|9:00～18:00
#月曜日（三八市・祝日の時は火曜日）
?有 寺町商店街駐車場 

$0594-22-0451
198 南寺町 三栄でんき ヤナギダ

ちょっとしたお困り事でもおまかせ下さい!
こんなお困り事ありませんか？「照明器具の電球
を取り替えてほしい」「テレビの映り具合が悪いか
らみてほしい」「エアコンの効きが悪いからみてほ
しい」など、強力スタッフが迅速に対応致します。

;桑名市江場2丁目西54-5
{0594-22-3228
}0594-22-0962
|9:00～19:00
#日曜日、祝日
?有 4台
]sanei-aaa@muse.ocn.ne.jp

$0594-22-3228
199 シャディサラダ館 益生駅前店

創業1955年
御祝・内祝・香典返し・カタログギフトのことなら
お任せ下さい。また貴金属・携帯電話・ゲーム機も
高価買取り致します。

;桑名市馬道1-20
{0594-27-3132
}0594-27-2226
|9:00～20:00
#水曜日
?有 4台
[http://www.rakuten.co.jp/kyowa/
]63213-900@shaddy.ne.jp

$0120-960-511
200 馬道大通り

JUICHIYA

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-5108
}0594-32-5108
|10:00～20:00
#元旦のみ
?有 

$0594-32-5108
201 サンシティ シュガーデイジー

ペットとの生活がもっと楽しくなる
ワンちゃん用のお洋服をメインに生活用品を揃え
ております。ペット同伴&試着OK。ケーキ本格和菓
子もあります。

;桑名市北寺町43
{0594-23-1855
}0594-23-1855
|11:00～18:30
#月曜日、第3火曜日
*（三八市・祝日の時は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場 
[http://sugardaisy.mie1.net/
]sugar.daisy@cameo.plala.or.jp

$0594-23-1855
202 北寺町 正直仏壇具店（旧 正直屋）

真心を伝えて百有余年
伝統の金仏壇から唐木仏壇、タンスの上に置ける
上置仏壇。最近の洋間に置く現代仏壇まで取り揃
えております。仏壇の洗い・修理も行ってます。お
気軽にお問い合わせ下さい。

;桑名市鍛冶町11番地
{0594-22-2408
}0594-22-5146
|9:00～18:00
#月曜日
?有 3台

$0594-22-2408
203 鍛冶町
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時計・宝石・めがね 正確堂

;桑名市南寺町65
*（寺町通り商店街）
{0594-22-2860
}0594-22-2860
|9:00～18:00
#月曜日
*（祝日、3・8・13・18・23・28日は

営業、翌日休業）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-2860
204 南寺町 積水ハウス㈱

お住まいについてのご相談承ります
積水ハウスグループのネットワークにて新築・リ
フォーム・土地探し・不動産販売・土地活用・賃貸住
宅などトータルサポートさせて頂きます。

;桑名市江場495-3
*桑名ハウジングセンター内
{0594-22-4301
}0594-21-8789
|10:00～18:00
#火・水曜日
?有 
[http://www.sekisuihouse.co.jp
]e-sth@dph.sekisuihouse.co.jp

$0120-194-987
205 大貴建築

我が社は、大工の確かな目と腕でお客様の想いを
カタチにっ！
提案力と対応力ならお任せください。

;桑名市小見須118番地2
{0594-25-8820
}0594-25-8821
|8:00～18:00
#日曜日
?有 2台
]daikikenchiku@clock.ocn.ne.jp

$0594-25-8820
206

㈱ダイソウモータース

軽四専門店。地域最大級60台展示!
「地域の皆様のカーライフの負担の軽減を目指し
て」をモットーにお待ちしております。民間車検
工場、自社板金工場も完備しており、アフターフォ
ローもご安心いただけます。

;桑名市和泉278
{0594-21-5561
}0594-25-2795
|10:00～19:00
#水曜日
?有 10台
[http://www.daisou-m.com/
]kariya@daisou-m.com

$0594-21-5561
207 ㈱大洋物産

限られた大地に調和と最適を追求する企業
大洋物産は、地域密着の不動産の専門家です。

;桑名市中央町5丁目51-5
{0594-21-3133
}0594-21-7173
|平日 9:00～19:00
*土曜 9:00～17:00
#日曜日、祝日
?有 
[http://taiyo-kuwana.co.jp
]taiyokk@mie.1st.ne.jp

$0594-21-3133
208 髙須屋

お洒落な装いを お値打価格で
ミセスの皆様にお手頃な価格でお洒落をしていた
だきたいと想い、1品1品吟味した仕入を心がけ
ております。

;桑名市南寺町51
{0594-22-1969
}0594-22-1969
|9:00～17:30
#月曜日
*（三八市・祝日と重なる時は翌火曜日

休み）
?有 寺町通商店街駐車場 

$0594-22-1969
209 南寺町
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（合）建長木工所

木製建具製作・木材加工
社寺仏閣から一般住宅まで、新規製作・修理・調整
など木製建具の事であれば何でも受け付けており
ます。

;桑名市紺屋町24番地
{0594-31-0150
}0594-31-8551
|8:00～17:00
#土曜日（第1・3）、日曜日、祝日
?有 
]tatechomokko@yahoo.co.jp

$0594-31-0150
210 ㈲谷クリーナーズ

おしゃれクリーニング
衣服はもちろん、皮製品やインテリア用品のク
リーニングやメンテナンスは、ご相談下さい。

;桑名市末広町25-1
{0594-22-1688
}0594-23-3347
|8:00～21:00
#無休
?有 5台

$0120-221-688
211 末広町 Charm

着心地がいいだけじゃない。ウチの子だけかも？
そんな子供服を販売しています。人気のzuppa di 
zucca、FABRIQ REPORT、WHIP CREAMなど

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-6888
}0594-32-6888
|10:00～20:00
#元旦のみ　
?有 サンシティ P

$0594-32-6888
212 サンシティ

茶心茶屋

まごころこもった「和の心」をあなたへ
日本茶の中でも、三重県北部の山間地いしぐれで採れた

「いしぐれ茶」、陶磁器（コーヒーカップ・マグカップ・茶
香炉・茶器）、掛軸等、当店が厳選した和の商品を、多数取
り扱っております。

;桑名市大字東方1292
{0594-82-5622
}0594-82-5622
|10:00～18:00
#日曜日、祝日
?有 2台
[http://www.rakuten.co. jp/

chagokorochaya/
]chagokorochaya@cpost.plala.or.jp

$0594-82-5622
213 中日新聞 蓮花寺専売店

地域の皆様にニュースをお届けする橋渡し役
前田新聞店では、地域に密着したミニコミ紙や読
者サービスで、読者のみなさまに信頼され、親しま
れる販売所を目指しています。

;桑名市松ノ木1-18-1
{0594-32-2112
}0594-32-2120
|10:00～19:00
#無
?有 
]maeda44@heart.ocn.ne.jp

$0594-32-2112
214 中部液化燃料㈱

安全な燃焼・完全なコントロール・耐久性
キッチン・バス・トイレやガスに関することは何で
もご相談下さい。配管工事・ガス器具販売・住設機
器・ガスヒートポンプ・空調機器・リフォーム等取
り扱っております。

;桑名市寿町3-32
{0594-22-2300
}0594-23-2300
|8:30～17:30
#土・日曜日、祝日、年末年始、お盆
?有 3台
[http://www.chueki.com
]info@chueki.com

$0594-22-2300
215 寿町通り
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TN DENTAL CLINIC

最新式歯科用マイクロスコープで精密治療を!
気になる治療痕もきれいに修復できます。

;桑名市大字江場1552-1
{0594-87-6908
}0594-87-6909
|9:30～12:30　14:30～19:30
#木・日曜日、祝日
?有 8台
[http://tn-dental.jimdo.com/
]toshiaki.dc.2012@crocus.ocn.ne.jp

$0594-87-6908
216 ディノ スタジオ

幸せを束ねて今日の写真!!
お宮参り、七五三、入学・卒業、成人式、家族写真、肖
像、ウエディング、各種証明写真、出張撮影など
ゆったりと写真撮影いたします。衣装レンタルも
ございます。

;桑名市末広町43
{0594-24-6822
|9:00～18:00
#火曜、第2月曜日
?有 3台
[http://www.dino-st.com

$0594-24-6822
217 末広町 寺町美術教室

4才児から高校生まで通う美術教室
絵を描くのはもちろん、工作もいっぱいやってい
ます。体験入学もありますので、ご連絡下さい。

;桑名市南寺町49
{0594-22-1904
}0594-22-1904
|水・木・金 15:00～
*土曜 10:00～15:00
#日・月・火曜日
?有 共同
[http://teramachi-b.net
]support@teramachi-b.net

$0594-22-1904
218 南寺町

東新電機工業㈱

電気のことなら何でもおまかせ!
一般家庭から工場まで、家庭電化製品・電気・空調・
太陽光設備まで、なんでもご相談ください。

;桑名市広末町38番地の2
{0594-22-0585
}0594-23-0723
|8:00～18:00
#第2・4土曜、日曜日、祝日
?無 

$0594-22-0585
219 末広町 東松電器本店

あなたの街のでんきやさん
電球1個から生活家電はもちろんのこと、オール電
化や太陽光発電、おうちのリフォームまでなんで
も当店へ是非ご相談ください。

;桑名市京町11
{0594-22-2633
}0594-23-2303
|8:30～19:00
#日曜日、祝日
?有 3台
]higashimau@yahoo.co.jp

$0594-22-2633
220 京町 時計屋ネット

腕時計・ベルト専門店
世界のトップブランド
◎カミーユフォルテ（フランス）
◎モレラート（イタリア）

;桑名市桑栄町1-1 サンファーレ1F
{0594-21-2016
}0594-21-2016
|10:00～19:00
#木曜日
?有 有楽P、サンファーレPをご利用

下さい。
[http://tokei-ya.net
]info@tokei-ya.net

$0594-21-2016
221
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strumm

1枚から制作可能なオリジナルTシャツ
セレクトアイテム販売だけでなく、チームやス
タッフユニフォームのデザイン・プリントもやっ
ております。1枚からオリジナルTシャツ制作可能
ですので、お気軽にご相談ください。

;桑名市末広町53番地
*ハイレジデンス松涛2F奥
{0594-23-3230
}0594-23-3230
|13:00〜20:00
#水曜日
?有 3台
[http://www.strumm.jp
]info@strumm.jp

$0594-23-3230
222 長島屋

お客様の要望に応えた機能性豊かな介護靴・つえ・
シルバーカー・その他健康靴トパーズ・ソルボ等取
り揃えております。

;桑名市南寺町50
{0594-22-6748
}0594-22-6748
|9:00〜18:00
*（三八市8:00〜18:00）
#月曜日（但し、月曜日が三八市・祝日

と重なるときは火曜日が休み）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-6748
223 南寺町 ㈲長瀬印刷所

地域の皆さんに支えられて140年。
技術は受け継がれ、創造力を磨き、ソリューション
プロバイダーへ!

;桑名市新築町10番地
{0594-22-0557
}0594-23-0557
|8:00〜17:00
#第1・3土曜日、日曜日
?無 
[http://nagase-print.jp
]info@nagase-print.jp

$0594-22-0557
224

医療法人 中村医院

診療をしております。

;桑名市末広町29
{0594-22-0348
}0594-21-8502
|平 日9:00 〜 13:00、15:00 〜

18:00
*水曜日は9:00〜13:00
#日曜日、祝日
?有 9台

$0594-22-0348
225 末広町 ㈱ナヤデン

1789年創業の石油製品販売会社
石油を中心とし、地球環境に優しい太陽光発電な
ど、時代に即したエネルギーをご提供する企業で
す。

;桑名市中央町3丁目66番地
{0594-22-4521
}0594-22-4521
|本社8:00〜17:00
*桑名SS8:00〜20:00
#（本社）土・日曜日、祝日
*（桑名SS）年中無休
?有 3台
[http://www.nayaden.co.jp
]info@nayaden.co.jp

$0594-22-4521
226 中央町 ㈲日進印刷

日進月歩 〜小さな事からコツコツと〜
印刷をもっと身近に、お気軽に考えて頂けるよう、
ご要望に応じてご提案いたします。小ロットから
印刷に関する事ならご相談ください。

;桑名市江場5-450-3
{0594-22-3892
}0594-21-7728
|平日9:00〜18:00
#土・日曜日、祝日
?有 
[http://www.nissin-print.com
]info@nissin-print.com

$0594-22-3892
227

つま先に芯が入って
足を保護する安全靴
サイズ 22.5〜27.0

￥2,980+（税）

クギ・ガラスが
ささらない靴
サイズ S・M・L

￥3,500+（税）
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㈱日進モータース商会

クルマの事なら何でもおまかせ!
いらっしゃませ!日進モータースは地元桑名で創業
55年。クルマの事なら何でも相談できるお店です。
まずはお見積からお気軽に!あらゆるメーカーに詳
しいスタッフが親身に相談させて頂きます。

;桑名市江場1391-2
{0594-22-0147
}0594-21-8147
|8:30〜19:00
*（日祝9:00〜17:00）
#お盆・年末年始・GW・その他連休日
?有 
[http://nissinm.co.jp
]info@nissinm.co.jp

$0120-24-9871
228 日盛堂

信頼と実績のある印章の店
明治・大正・昭和・平成に受け継がれた手彫の技術
で吉相印をお作り致します。

;桑名市北寺町37番地
{0594-23-2058
}0594-21-8612
|9:30〜18:00
#日曜日
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-23-2058
229 北寺町 ㈱ぬし与仏壇店

おかげさまで200年

;桑名市中央町4-8
{0594-22-1786
|9:30〜18:30
#水曜日
?有 
[http://hooo@nushiyo.co.jp

$0594-22-1786
230 中央町

婦人服 ぬなみ

ミセスのワンランク上のお洒落をコーディネート致します。

;桑名市南寺町61番地
{0594-22-3045
|9:00〜17:30
#月曜日
*（月曜日が三八市・祝日の場合は営

業・翌火曜日が休業）
?有 寺町通商店街駐車場 

$0594-22-3045
231 南寺町 ㈲ブティック ノイ

皆様の信頼と実績に支えられて創業30年
カット・セーター・パンツ・ジャケット・コート等一
流メーカーを中心に9〜15号まで幅広くミセスの
着やすいファッションを展開。あなたのライフスタ
イルをノイがサポートします。各種クレジット有り。

;桑名市桑栄町2 桑栄メイト1F
{0594-23-1150
}0594-23-1150
|10:00〜18:00
#木曜日
?有楽駐車場をご利用下さい

$0594-23-1150
232 桑栄メイト ハウスドゥ !桑名店 ㈱メイゴー

マンション・一戸建て・土地
不動産ならハウスドゥにお任せ下さい。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-33-0701
}0594-33-0702
|10:00〜18:00
#水曜日、お盆、年末年始
?無 
[http://kuwana-housedo.com
]housedo-kuwana@rj8.so-net.ne.jp

$0120-134-136
233 サンシティ
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靴のハットリ

靴を通じて健康づくりをサポート
「快適」な靴で足元から「健康」を願い、「信頼」され
る店でありたいと思います。

;桑名市南寺町47 寺町商店街
{0594-22-5882
}0594-22-5882
|9:00〜18:00
#月曜日（三八市の場合は火曜日）
?有 寺町駐車場

$0594-22-5882
234 南寺町 ㈲花甚

桑名別院のお膝元で創業百余年
嬉しいことがあった時、悲しいことがあった時、そ
の気持ちをお花に託して贈りませんか？
ご希望・ご予算に応じて真心こめてお作り致しま
す。

;桑名市北寺町40
*★イオンタウン桑名 新西方店
*（新西方7丁目22）TEL 23-1187
{0594-22-1441
}0594-22-2638
|8:30〜18:30
#月曜日（祝日・三八市の時は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場
]hanajn@coral.plala.or.jp

$0594-22-1441
235 北寺町 ㈲花清

お花のある暮らしを応援します
お客様のニーズにお応えします。冠婚葬祭に関するお花、各
式場へのお届け、会場装花など幅広く対応しております。人
気のプリザーブドフラワーも沢山ご用意しております。お
電話やホームページからのご注文をお待ちしております。

;桑名市三ツ矢橋35-2
{0594-22-8241
}0594-22-8395
|8:00〜19:00
#年中無休（年始3日間休業）
?有 5台
[http://www.e-hanasei.com
]infomail@e-hanasei.com

$0120-22-8241
236 三ツ矢橋

コインランドリー ビーエル

大型の洗濯機でお湯洗い・ガス乾燥でスッキリ乾き、便利です。
その他、蓮花寺店・額田店・ネオポリス店もござい
ます。

;桑名市常盤町51
{0594-21-1166
}0594-22-0596
|24時間
#無休
?有 6台
[http://b-l.jp/coinl
]info@B-L.jp

$0120-093-038
237 記念通り 日沖金物店

ホームセンターにはない、こだわり商品多数品揃え
オススメは「八ッ矢のホーキ」掃きやすくて丈夫で
す。
ぜひお試し下さい。

;桑名市北寺町46
{0594-22-2825
|9:30〜18:30
#月曜日（祝日・三八市の時は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場

$0594-22-2825
238 北寺町 美建総業㈲

快適に寛げる空間を提供します
新築・リフォーム・店舗改装工事は、当社にご相談
下さい。

;桑名市大字西方899番地
{0594-24-4945
}0594-25-3844
|8:00〜17:00
#日曜日
?有 4台
[http://www.biken.jp
]mizutani@biken.jp

$0594-24-4945
239
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ワークショップ 日永屋

カタログも豊富にご準備
作業服・女子事務服もサンプルを取らせて頂きま
す。
お気軽にお問い合わせ下さいませ。

;桑名市殿町10
{0594-23-0010
}0594-23-0028
|9:30〜18:30
#月曜日（三八市・祝日と重なる場合、

翌日）
?有 3台

$0594-23-0010
240 殿町 日永屋 寺町店

総合衣料・寝具・インテリア・学生衣料を取扱
接客を大切にして、お客様のご要望に答えられる
よう努力しています。
品揃えと価格が自慢のカーテン売場・洋裁用品売
場もぜひご覧下さい。

;桑名市北寺町45
{0594-22-1234
}0594-22-2100
|9:30〜18:30
#月曜日（祝日・三八市の時は翌日）
?有 寺町通商店街駐車場
]hinagaya@jasmine.ocn.ne.jp

$0594-22-1234
241 北寺町 廣房打刃物店

天保12年、日本刀の刀匠として始まり、現在は一
部刃物の製造、一般家庭向けからプロ用の包丁・
鋏・各種刃物の販売・修理を行っております。

;桑名市鍛冶町54番地
{0594-22-1623
}0594-23-1623
|8:00〜19:00
#月曜日
?有 2台
]hamono_hirofusa@beetle.ocn.ne.jp

$0594-22-1623
242 鍛冶町

フーズフーセレクション

大人の女性に向けたセレクトショップ
インポート（パリ・イタリア・LA・NY）バイイング
と国内大手メーカーのトレンドアイテムをそろえ
ています。美味しいコーヒーをサービスしていま
す。どうぞお気軽に遊びに来て下さい。

;桑名市寿町一番街476-85
{0594-23-1502
}0594-23-1657
|11:00〜19:00
#木曜日
?無 

$0594-23-1502
243 一番街 ぷーどる

桑名駅前、桑栄メイト1F!!
気軽に入って、気に入った小物・洋服を見つけてい
ただきたいです。

;桑名市桑栄町2 桑栄ビル1F
{0594-23-2811
}0594-23-2811
|10:00〜18:00
#木曜日、第2日曜日
?無 

$0594-23-2811
244 桑栄メイト 福井屋新太郎仏壇㈱

桑名の老舗、福井屋では伝統の技を結集した自信
作を多数取揃えております。特別注文品、お仏壇の
洗濯他仏事の事なら何でもご相談下さい。専門知
識を持った者がお答えします。

;桑名市北寺町54
{0594-22-3121
}0594-22-3385
|8:30〜18:30
#月曜日（祝日・三八市の時は翌日）
?有 店舗横5台 

寺町通商店街駐車場

$0594-22-3121
245 北寺町
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㈲フジタイヤ商会

“Safty First”がモットー !
国道1号線沿いで乗用車・トラック用タイヤの販
売・修理を営んでいます。
皆様より信頼いただける整備を心がけております。

;桑名市中央町3丁目62番地
{0594-23-1551
}0594-24-1635
|8:00〜17:30
#日曜日、祝日
?有 
]jabba@chive.ocn.ne.jp

$0594-23-1551
246 婦人服のフジヤ本店

桑名寿町にオープンして60周年記念
本年は記念行事としてセールを実施致します。

;桑名市寿町476
{0594-21-1411
}0594-21-1411
|10:00〜17:30
#日曜日
?無 

$0594-21-1411
247 モール寿 ㈲フセイ

食品包装・軽包装資材の店
食品加工・飲食店で使う商品から袋類・簡単なパー
ティー用品まで色々と取り扱っております。別注に
て名入の箸袋やレジ袋などお作りします。また在庫
に無い物でもカタログよりお取り寄せ致します。

;桑名市南魚町72番地
{0594-22-0412
}0594-22-0392
|8:30〜18:00
#日曜日、祝日
?有 4台

$0594-22-0412
248 南魚町

㈱二見屋商店

中古パソコン販売・修理、ソフト開発、パソコン
データ修復、業務用アプリ教育・指導、事務用機械・
OA機器販売・修理、ネットワーク構築

;桑名市吉津屋町34
{0594-23-0238
}0594-21-5967
|9:00〜17:30
#土・日曜日、祝日
?有 8台
[http://www.futamiya987.co.jp
]futamiya@kuwana.ne.jp

$0594-23-0238
249 よつや通り ふとん工房 帯屋

ふとん作り一筋30年！ 帯屋オーダーメイドふとん
羽毛ふとん、木綿ふとん、真綿ふとん、まくら

;桑名市吉津屋町56
{0594-22-0841
}0594-22-0845
|9:30〜18:00
#水曜日、第2・4木曜日
?有 2台
[http://obiya1752.com
]info@obiya1752.com

$0120-02-0841
250 よつや通り ふとんの笹治本店

ふとん一筋 おかげさまで167年
嘉永三年より昔ながらの手作りふとん・お仕立て
替えはもちろん、今話題の体圧バランス・健康管理
寝具等あなたのご要望に応じた快適寝具と快適枕
など「眠りのお手つだいのお店」です。

;桑名市吉津屋町57番地
{0594-22-0501
}0594-22-6743
|9:00〜18:30
#月曜日
?有 5台
]sasaji@jeans.ocn.ne.jp

$0120-428-334
251 よつや通り
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フローリスト ありす

安い&品質をモットーに!
びっくりするような価格。
一度、足を運んでみてはいかがでしょうか。

;桑名市星川785 サンシティ内
{0594-31-8787
}0594-31-8787
|10:00〜20:00
#年中無休（1月1日休日）
?有 

$0594-31-8787
252 サンシティ ㈲米寿堂

襖・障子の張替、掛軸の表装・販売
創業百余年、明治時代から続く表具屋です。襖・障
子・屏風の新調・張替、クロス貼り、また掛軸や額な
ど各種表装から修復・販売を行っております。

;桑名市馬道3丁目318
{0594-22-1633
}0594-24-0362
|9:00〜18:00
#日曜日
?有 2台
[http://www.beijyudou.jp/
]info@beijyudou.jp

$0594-22-1633
253 馬道3丁目 ベストフレンド 桑名駅前店

お売りください。査定無料!
何でもお持ちください。もしかしたらお宝が眠ってい
るかも!お片づけ・リフォーム・引っ越しの時など捨てる
前にお持ちください。出張買取致します。お気軽にお電
話ください。（買取不可:タンスなどの大きい物、生物）

;桑名市桑栄町2 桑栄ビル1F
{0594-84-6562
}0594-84-6562
|10:00〜18:00
#木曜日
?有 有楽P、市営サンファーレ
[http://www.bestfriend-kaitori.com
]kuwana@bestfriend-fc.com

$0594-84-6562
254 桑栄メイト

㈲東海環境設備 ベンリー 桑名川越店

暮らしを便利に、明日を元気に!
当店では、草刈り・草抜き、剪定などのグリーンサー
ビス、不用品処分のお手伝いをはじめ、クリーニング
から家屋解体工事まで幅広くご提案させていただい
ております。お困り事はベンリー桑名川越店まで。

;川越町当新田中通447
{059-365-0737
}059-361-7668
|8:00〜20:00
#無（但し元旦など不定期で休日の場

合あり）
?無 
[http://kuwanakawagoe.benry.com/
]k-kawagoe@benry.com

$0120-925-708
255 邦楽の館

日舞 内田流の稽古舞台としてスタート
現在は、お琴・ギター・津軽三味線などの教室にご
利用していただいております。
時間貸 500円/時、600円/時（冷暖房使用月）

;桑名市南魚町70番地
{0594-23-0123
}0594-23-0123
|契約により随意
#年中無休
?有 2台

$0594-23-0123
256 南魚町 ㈱北勢堂

音楽教室・カルチャー教室 無料体験OK!
CD・楽譜・楽器販売、また各種楽器修理やメンテナ
ンスも行っております。バンドスタジオやピアノ
ルームレンタルも人気です。各種教室は40講座以
上あり、随時無料体験実施中です。

;桑名市末広町22
{0594-21-8181
}0594-21-8183
|10:00〜20:00
#正月3日間のみ
?有 30台
[http://www.yamahawing.co.jp
]yamaha@yamahawing.co.jp

$0120-808-118
257 末広町
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ほけんの110番 サンシティ桑名店

こんな人はまず0円プチ相談へ!
今の保険、実際入院した時いくらでるの?なかなか
貯蓄ができない!!いろいろ調べたけど、結局よくわ
からない!!今、自分が入っている保険の内容を詳し
く知りたい!!

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-33-1876
}0594-33-1878
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 
[http://e-hoken110.com/

$0594-33-1876
258 サンシティ 墓石の石市

創業400余年15代根来市蔵
伝統の和墓から個性ある洋墓まで、最高級御影石
から外国産格安墓石まで安心の耐震施工でお墓を
建てます。墓石施工・改修、御法名追加彫りなどお
気軽にご相談ください。

;桑名市吉津屋町18
{0594-23-0541
|8:00〜18:00
#無
?有 4台

$0594-23-0541
259 よつや通り ㈲ボデーショップ ハリマ

お気軽にお問い合わせ下さい!
大切なお車のキズ・ヘコミは当社におまかせ下さ
い。お客様のニーズに合った修理プランを提案
致します。鈑金・塗装・整備・車検・販売・カスタム・
コーティングなどを行っております。

;桑名市大字西方1531-2
{0594-23-7495
}0594-21-6088
|9:00〜18:00
#第2・4土曜、日曜日、祝日
?有 
[http://bodyshopharima.com

$0594-23-7495
260

総合衣料 ホリタ

安心な品物を安心な価格で親切に!!
あきない会加盟店。市内中学校の制服・体育衣料・
規定靴・規定カバン他、桑名高校の制服取扱店。
婦人・紳士衣料・作業服・石取祭用品など良い品を
より安く取揃え御奉仕させて頂いております。

;桑名市馬道3丁目318番地
{0594-22-1098
}0594-22-1098
|8:00〜20:30
#第2・3木曜日
?有 

$0120-53-1129
261 馬道3丁目 マース・アイ

しなやかに、シンプルに生きようとする女性のために
年代にとらわれないデザインや着ごこちの良さ、
使いやすさを重視した大人の女性の服・バッグ・靴
などをセレクトしています。

;桑名市桑栄町1-1
*サンファーレ南館1F
{0594-23-8185
}0594-23-8185
|10:00〜19:30
#木曜日
?有 市営（サンファーレP）、有楽P

$0594-23-8185
262 モール寿 マスオカメラ

映像のことならお任せ下さい
ブライダル・スタジオ・商品・出張撮影・映像加工、お客様のご要望に沿っ
たオリジナリティ撮影、仕上げをご用意致します。初宮詣り・七五三・成人
式・ご家族・金婚式・還暦祝い・メニュー撮影etc　台紙・フレーム・アクリ
ン・ブックタイプ仕上げなど…。桑名宗社（春日神社会館）指定スタジオ

;桑名市馬道1-48
{0594-22-2480
|10:00〜19:00
#日曜日（撮影予約営業）
?有 1台
[http://mpstudio.on.omisenomikata.jp/
]mc@masucame.eek.jp

$0594-22-2480
263 馬道大通り
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松岡電気㈱

あなたの町のあなたのお店
家庭用電気製品から業務用機器まで幅広く取扱い、
配達・設置・施工に至るまで、自社スタッフにて行
ないます。

;桑名市寿町2丁目20番地
{0594-22-0470
}0594-23-1505
|9:00〜19:00
#日曜日
?有 2台
]matsuoka.denki@nifty.ne.jp

$0594-22-0470
264 モール寿 ブティック MARIAN

着て見て楽しい服、アルベロベロ
東京で30周年以上楽しい服を発信し続けている
アルベロベロ。毎シーズン新しい着て見て楽しい
服を当店からお届けしています。一度着たらやめ
られない!!ぜひお楽しみ下さい。

;桑名市常盤町51-5
{0594-21-0481
}0594-21-0525
|10:30〜20:00
#火・日曜日
?有 
]marian-anna@rose.odn.ne.jp

$0594-21-0481
265 記念通り 丸一陶器店

美しい器で、おいしい食事!

;桑名市三ツ矢橋19番地
{0594-22-1667
}0594-22-1667
|9:00〜18:00
#無
?無 

$0594-22-1667
266 三ツ矢橋

丸安呉服店

品揃え豊富
ちょっとしたお出掛けやお食事に似合うお洒落
なカジュアル着から、結婚式やパーティーなど改
まった席でのフォーマル着まで、様々な場面に適
した着物を幅広く取り揃えております。

;桑名市多度町香取217-5
{0594-48-2136
}0594-48-2616
|9:00〜18:00
#不定休
?有 3台
[http://maruyasugofukuten.jimdo.com
]maruyasugohukuten@yahoo.co.jp

$0594-48-2136
267 ㈱満仲本店 米勘

米にガスに食卓を潤す
米の販売からプロパンガス・コンロ・給湯器・キッ
チン工事等、お台所事情はお任せを。地域密着でお
客様に安心と潤いを提供します。

;桑名市多度町香取2181
{0594-48-2013
}0594-48-3757
|8:30〜17:00
#日曜日
?有 4台
]mitsunakahonten@khf.biglobe.

ne.jp

$0594-48-2013
268 ㈱三重銀行 星川支店

親しまれ信頼される銀行を目指します
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

;桑名市大字星川字半之木785番地
{0594-31-8331
}0594-31-8414
|9:00〜15:00
#土・日曜日、祝日
?有 
[http://www.miebank.co.jp/

$0594-31-8331
269 サンシティ
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㈱三重トラベル 桑名出張所

人と人とのつながりを大切にし、お客様に「満足」を
提供する旅行会社であり続けたいと考えています。
ホテル・旅館・バス・レンタカー・国内外航空券・各種
ツアー等の手配はプロにお任せ下さい。

;桑名市江場432-1
{0594-24-4540
}0594-24-4550
|平日9:30〜18:30
*土曜9:30〜16:00
#日曜日、祝日
?有 4台
[http://www.mie-travel.com
]yoshida-travel@r5.dion.ne.jp

$0594-24-4540
270 ㈱三重物産

住まいの夢を創る 水廻りの専門店
水道工事・下水工事、またキッチン・浴室・トイレ等
の器具の取替え工事からお部屋のリフォーム工
事・増改築工事までなんでもご相談下さい。

;桑名市大字大福394番地
{0594-21-3476
}0594-23-0273
|8:20〜17:20
#日曜日、祝日、第2・4土曜日
?有 
[http://www.miebussan.co.jp
]info@miebussan.co.jp

$0594-21-3476
271 三重ルーフ瓦孝

町のかかりつけ医みたいな店を目指して
天災・雨漏り、お気軽にお電話下さい。

;桑名市参宮通54
{0594-22-1886
}0594-21-1650
|8:00〜18:00
#日曜日
?無 
[http://mie-roof.jp/mr2/

$0594-22-1886
272

水谷建築

お客様のニーズに合わせ、安心・快適な暮らしの御
提案をさせて頂きます。外壁・屋根・床・壁クロス・
水廻りなどの改装や介護リフォーム・手すり設置
等、どんな事でも親身になって御相談承ります。

;桑名市宮町13
{0594-24-6201
}0594-24-6201
|7:00〜19:00
#不定休
?有 1台
]dainenbutsu3@gmail.com

$0594-24-6201
273 ㈲ミズタニ設計

新築・増改築の設計の他、三重県第1号の公認インスペク
ター資格を取得。

「建物のかかりつけ医」として建物の劣化診断、耐震診断も数
多く手掛けています。建物の事ならお気軽にご相談下さい。

;桑名市多度町下野代832
{0594-48-3166
|8:30〜17:30
#不定休
?有 4台
[http://mzoffice.com
]mzoffice@topaz.plala.or.jp

$0594-48-3166
274 水谷板金

屋根・外装・雨樋・建築板金工事一式

;桑名市南魚町94
{0594-22-3851
}0594-22-3851
|7:30〜17:30　
#日曜日
?無 

$0594-22-3851
275 南魚町
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水谷明光堂

襖・障子・額・掛軸の仕立てなら当店へ
商品の品質の高さと細部にまで心配りが行き届い
た仕上りは「まさに職人技だ」とお客さんにも大好
評です。きめ細やかなサービスと卓越した技術に
定評のある当店をぜひ御利用ください。

;桑名市東方103番地
{0594-22-6278
}0594-84-6077
|8:00〜18:30
#日曜日、祝日
?有 1台
[http://www.meikoudou.com
]info@meikoudou.com

$0594-22-6278
276 婦人服の水谷屋

ミセスの普段着からお出掛け着までいろいろ取り
揃えております。四季折々のファッションをお楽
しみ下さい。ぜひお立寄り下さい。

;桑名市南寺町54
{0594-22-3607
|9:00〜17:30　
#月曜日（三八市・祝日の時は火曜日）
?有 寺町商店街駐車場 

$0594-22-3607
277 南寺町 ㈲ミズテック

電気のことなら任せてください!
電気に係わる設備の設計・施工・提案を行っていま
す。事前に十分な打合せをして納得の施工を心掛
けています。電気のトラブルや分からない事があ
れば、何でもお気軽にご相談ください。

;桑名市大字上深谷部973番地
{0594-29-2844
}0594-29-2844
|8:00〜18:00
#日曜日
?有 3台
]mizu_tec@yahoo.co.jp

$0594-29-2844
278

ミスピット 星川店

ミセスの大人かわいいカジュアル
本体価格1,900〜4,900円のカットソー・JK・
チュニック・パンツで上品なのをやっています。

;桑名市星川785 サンシティ2F
{0594-32-3518
}0594-32-3518
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 サンシティ P 1,000台
]tkpower-inporter@sf.commufa.jp

$0594-32-3518
279 サンシティ メガネアルファ サンシティ星川店

メガネに快適さと楽しさを＋アルファ!
「お値打ちセット」から「有名人気ブランド」、近隣
では入手困難な「プレミアムブランド」まで幅広く
品揃え。その中からご予算に合わせて『本当に必要
なメガネ』をコーディネートいたします。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-7707
}0594-32-7707
|10:00〜20:00
#元旦のみ　
?有 
[http://megane-alpha.jp/
]meganealpha-kuwana@hop.ocn.ne.jp

$0594-32-7707
280 サンシティ メガネの明光

メガネ作りに50年!!
メガネは医療器具&オシャレ道具。確かな技術と確
かなセンス!メガネの明光。

;桑名市有楽町44
{0594-22-3496
}0594-22-4747
|9:00〜19:00
#木曜日
?有 4台

$0594-22-3496
281 銀座
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めばえ星川教室

楽しい♪から始める子供知育教室
『2〜8歳までの知能教育コース』
『小学生の国語力養成グリムスクール』
さぁ、始めてみよう!無料体験（要予約）実施中!!
★入会特典有り（※なくなり次第終了致します）

;桑名市星川785 サンシティ内
{052-934-3231
}052-934-3282
|10:00〜17:30
#月・火・日曜日、祝日
?有 
[http://www.mebae.co.jp
]nagoya@mebae.co.jp

$0120-557-115
282 サンシティ ものまに屋

八間通りの買取専門店
金・プラチナ・商品券・切手・着物・贈答品の買取販
売を行っています。その他ご不用の買取ならなん
でもお気軽にご相談ください。（駐車場奥に買取専
用入口ございます）

;桑名市末広町53番地 松涛ビル2F
{0594-21-5588
|10:00〜17:00
#無
?有 
[http://www.mono-mania.com/
]mailto:satou473@yahoo.co.jp

$0594-21-5588
283 末広町 ブティック モワレ

自分らしさを追求
心地良さ、遊び心、質の高さを融合させた新たなス
タイルを提案します。取扱ブランド:ミラショーン・
ベルナールペリス・コチネレ・クチーナ・アンテー
ネ他

;桑名市桑栄町2番地
*桑栄メイトビル1F
{0594-22-8354
}0594-22-8354
|10:00〜18:00
#木曜日
?有楽駐車場・市営サンファーレPを

ご利用下さい

$0594-22-8354
284 桑栄メイト

矢野防災設備㈱桑名営業所

消防・防災の対策は万全ですか？
【企業様へ】◎消防設備は適切ですか？◎点検が義務
づけられていますが大丈夫ですか？

【一般家庭の方へ】◎家庭用の火災警報機の設置はも
うお済みですか？◎防災グッズは整ってますか？

;桑名市常盤町11番地
{0594-23-3344
}0594-23-3368
|8:30〜17:30
#土・日曜日、祝日
?有 1台
[http://www.yanobousai.co.jp/
]kuwana@yanobousai.co.jp

$0594-23-3344
285 記念通り 山田商店

長靴・胴付長靴・雨カッパ・作業用手袋、各種取り
扱っております。

;桑名市内堀58番地
{0594-22-2863
}0594-22-2863
|9:00〜19:00
#不定休
?無 

$0594-22-2863
286 鍛冶町 大和屋呉服店

呉服を誠実に販売致します

;桑名市外堀10番地
{0594-22-1269
}0594-22-1691
|9:00〜17:00
#月曜日
?有 2台

$0594-22-1269
287 鍛冶町
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山本矯正歯科

1977年開院
矯正歯科治療の専門医院としてこれからも地域医
療に貢献してまいります。

;桑名市寿町3丁目67-2 水谷ビル2F
{0594-23-5468
}0594-23-5468

10:00〜12:00　15:00〜19:30
*土曜14:00〜17:30
*日曜14:00〜16:30

水・木曜日、隔週日曜日、祝日
?有 3台
[http://yamamoto-kyousei.com

$0594-23-5468
288 寿町通り やまもと屋

;桑名市桑栄町2番地 桑栄メイト1F
{0594-21-8051
|10:00〜18:00
#木曜日
?無 

$0594-21-8051
289 桑栄メイト 山本屋成彩苑

創業明治21年の老舗呉服専門店
京・加賀友禅から竹仙、有松絞りまで着る嬉びと持
つ誇りをモットーに皆さまの暮しを彩らせていた
だいております。

;桑名市南魚町71番地
{0594-22-0373
}0594-23-0123
|9:00〜20:00
#月曜日
?有 2台
]yamamotoya@willco.com

$0594-22-0373
290 南魚町

やまもと腎泌尿器科

H24年12月3日に開院しました
泌尿器科一般の診察をおこなっています。お気軽
に受診して下さい。インターネットからの予約も
受付けております。

;桑名市寿町1-15
*ラ・ポルテ桑名駅前S-A号
{0594-84-5300
}0594-84-6032

9:00〜12:00、15:00〜18:30
*（火曜9:00〜13:00）

火曜午後・木・日曜日、祝日休診
?有 市営サンファーレP、TPS桑名

駅前パーキング
[http://yamamotocl.byoinnavi.jp/

$0594-84-5300
291 モール寿 La' Cahie

感性の高いブランドを揃えてお待ちしております。
mintdesigns、gomme、HISUIなどなど…。
ぜひ一度お立寄り下さいませ。

;桑名市桑栄町2 桑栄メイト1F
{0594-23-7868
}0594-23-7868
|11:00〜20:00
#木曜日
?有 1万円以上お買上げの方、駐車券

を差し上げます 
[http://la-cahie.com/
]urano@la-cahie.com

$0594-23-7868
292 桑栄メイト ランドリーマジック サンシティ星川店

ふとん丸洗い&洗濯代行
朝出せば即日仕上げ。あなたのお布団だけを「完全
個別洗い」で「ふっくら仕上がりに」!スタッフが常
駐しているコインランドリーで安心。洗濯代行。
あなたを毎日のお洗濯から解放します。

;桑名市星川785 サンシティ駐車場
{0594-32-2887
}0594-32-2887
|24時間
#年中無休
?有 
[http://laundry-magic.jp
]info@laundry-magic.jp

$0594-32-2887
293
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リサイクルマート サンシティ星川店

金・宝石・ブランド品など高価買取致します
お客様の宝石をより正確に査定するためにデジタ
ル顕微鏡を導入しています!

;桑名市星川785 サンシティ1F 
{0594-32-0577
}0594-32-0577
|10:00〜20:00
#不定休
?有 
[http://www.recyclemart-hoshikawa.com
]y.69.04.01@gmail.com

$0594-32-0577
294 サンシティ リハビリデイサービス みんなの家 星川

今の豊かな日本を築いてくださった高齢の方々を
中心に運動療法やマッサージを通じてリハビリを
して頂く施設となっております。親切丁寧な仕事
を掲げ、スタッフ一丸となって励行しております。

;桑名市星川785 サンシティ2F
*（ダイソー様前）
{0594-33-3150
}0594-33-3151
|9:00〜18:00
#日曜日、1月1・2・3日以外は全て営業
?有 
[http://minnanoie-kuwana.com
]info@minnanoie-kuwana.com

$0594-33-3150
295 サンシティ links

英語で世界と繫がる
子供から大人まで、趣味から資格（TOEIC・英検な
ど）まで、目的に合ったクラスを選んでいただけます。

;桑名市星川785 サンシティ
{0594-33-1515
|火〜金曜12:00〜21:00
*土曜11:00〜18:00
#月・日曜日
?有 
[http://linkseikaiwa.wix.com/kuwana
]links.eikaiwa@asia.com

$0594-33-1515
296 サンシティ

るなぱあく 星川店

シンプル&ナチュラルな生活雑貨
ホームウェアやエプロン・バッグなどのファブ
リックグッズからキッチンやガーデングッズまで
こだわりの雑貨を提案しています。又、星川店では
ダヤングッズも取り扱っております。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-31-8351
}0594-31-8351
|10:00〜20:00
#元旦のみ
?有 サンシティ P

$0594-31-8351
297 サンシティ るなぱあくアピタ 桑名店

シンプル&ナチュラルな生活雑貨
ホームウェアやエプロン・バッグ・ポーチなどの
ファブリックグッズからキッチンやガーデングッ
ズまで、こだわりの雑貨を提案しています。

;桑名市中央町3-21 アピタ桑名店1F
{0594-21-7758
}0594-21-7758
|9:30〜21:00
#無休
?有 アピタ桑名店P

$0594-21-7758
298 RON102

40代〜50代を中心に、比較的単価がリーズナブ
ルでデザインだけでなく、素材の良い商品や着心
地の良い商品を扱っています。

;桑名市星川785 サンシティ1F
{0594-32-1248
}0594-32-1248
|10:00〜20:00
#無休（但し1月1日は休み）
?有 

$0594-32-1248
299 サンシティ
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渡辺種苗店

野菜の種・花の苗・肥料

;桑名市南寺町57
{0594-22-6417
|8:30〜18:00
#月曜日（三八市の場合は、翌火曜日

が休業）
?有 寺町通商店街駐車場 

$0594-22-6417
300 南寺町 ㈲渡辺木材

まごころ込めて、木の温もりを
くさび1個から家1棟まで、材木や建築の事、何で
もご相談下さい。また、加工や小ロット売りもして
おりますので、お気軽にお越し下さい。

;桑名市大字東方346-5
{0594-22-7685
}0594-23-2348
|8:00〜19:00
#日曜日
?有 10台
]info@watanabemokuzai.co.jp

$0594-22-7685
301 ㈱山榮堂

手彫りの技術を守り継いで百年
鍛えぬかれた伝統の手彫は、信頼と幸福のかたち
を刻みます。印相鑑定により最良の吉相印をお作
りいたします。

;桑名市桑栄町2番地
*（桑栄メイト1F）
{0594-22-1987
}0594-23-2775
|平日9:00〜18:30
*土・日・祝10:00〜18:00
#木曜日
?有楽P・市営（サンファーレP）を
　　  ご利用下さい。
[http://www.hankowa.jp/sed2
]saneido@onyx.dti.ne.jp

$0594-22-1987
302 桑栄メイト

くわなパークホテル

シングルルーム1名1泊5,900円（税込）〜
無料駐車場完備。2階魚民（居酒屋）有り。
1階朝食レストランは大人700円でバイキング形式。

;桑名市寿町2-30-1
{0594-24-6500
}0594-24-6505
|　
#　
?有 46台
[http://www.park-hotel.co.jp/
]kuwana@park-hotel.co.jp

$0594-24-6500
303 モール寿
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伊藤栄紀司法書士事務所

身近なあなたの法務アドバイザー
地域の皆様に貢献できるよう業務を行っておりますの
で、お気軽にご相談下さい。
◎売買・贈与・相続等の不動産登記 ◎会社設立・役員変更
等商業登記 ◎相続・遺言相談 ◎裁判手続・成年後見手続

;桑名市北寺町57番地
{0594-25-8505
}0594-25-8561
|9:00～18:00
#土・日曜日、祝日
?有 

$0594-25-8505
304 桑名綜合法律事務所

相談料60分5,000円
お気軽にご相談ください。

;桑名市寿町2丁目31-12
*三交桑名駅前ビル3F
{0594-24-0701
}0594-24-0702
|9:00～17:00
#土・日曜日、祝日
?無 
[http://www.kuwanasogo.jp

$0594-24-0701
305 さいとう労務管理事務所

企業の労務リスクをゼロに!
◎就業規則の作成および改善 ◎給与計算代行 ◎
社会保険、労働保険手続き代行 ◎助成金申請 ◎人
事評価制度 ■30分無料相談受付中（毎週火曜日午
前）

;桑名市東方143-8
{0594-23-0410
}0594-23-0413
|9:00～18:00
#土・日曜日、祝日
?有 
[http://srsr.jp
]saito@srsr.jp

$0594-23-0410
306

瀬古土地家屋調査士事務所

あなたの土地の境界は明確ですか?
隣との境界を明確にしたい、土地の面積を知りたい、土地
を2筆以上に分けたい、測量図が無い、地目を変更したい。
建物を新築・増築・解体した時の登記手続きなど、お気軽
にご相談下さい。

;桑名市大字桑部1500番地32
{0594-84-6133
}0594-23-7940
|8:00～18:00
#不定休
?無 
]seko@apricot.ocn.ne.jp

$0594-84-6133
307 行政書士 髙野法務会計事務所

官公庁への許認可申請代理・書類作成
県庁・市役所・警察署・陸運局・入国管理局へ提出す
る書類のことならお任せ下さい!

;桑名市長島町葭ケ須207
{0594-42-1102
}0594-42-0753
|9:00～18:00
#土・日曜日、祝日
?有 4台
[http://takano-houmu.com
]info@takano-houmu.com

$0594-42-1102
308 テラザ

パソコン教室、パソコン修理・ソフト面
◎初歩からのパソコン教室 ◎起動に関する設定か
ら不調のパソコンの修理相談をします。

;桑名市南魚町8
{0594-22-2366
}0594-22-2366
?無 
[http://www15.plala.or.jp/trz/
]trz987@gmail.com

$0594-22-2366
309 南魚町
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野口浩司税理士事務所

お客様を税務面から全力でサポート!
お客様のご発展や問題解決のため、スタッフ全員
が全力で対応させて頂きます。会社設立・経営相
談・確定申告・相続や贈与等に関するご相談やご質
問がありましたら、お気軽にご連絡ください。

;桑名市吉津屋町44番地
{0594-22-5629
}0594-22-5267
|8:30～18:00
#土・日曜日、祝日
*（事前連絡を頂ければ対応可）
?有 
[http://www.kaikei-home.com/noguchi/
]noguchi-accountant@sky.plala.or.jp

$0594-22-5629
310 よつや通り 藤本会計パートナー

数字の視点から中小企業経営をサポート
税務と財務の2つの視点から中小企業の“生存力”
を高めることを通じて、『会計を基盤とした社長の
生涯のパートナー』になることを目標としていま
す。詳しくは【桑名  税理士】で検索!!

;桑名市寿町3-11
*太平洋桑名ビル4F
{0594-87-6112
}0594-87-6113
|10:00～19:00
#土・日曜日、祝日
?無 
[http://www.fj-tax.com
]fujimoto@fj-tax.com

$0594-87-6112
311
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