
スズキヤ
宅 配 便

お電話１本でお買物ができます
詳しくは今すぐお電話下さい！！

フリー
ダイヤル0120-713-315
スーパーマーケットスズキヤ

とっても便利な
神奈川みなみ医療生活協同組合

逗子診療所
　外来医療 在宅医療 　保健予防活動

☎ （０４６）８７２－３５３０逗子市逗子４－１－７
ベルメゾン逗子１０１ URL  http://zushi-coopmed.jp

内科・循環器科
消化器科・放射線科 往診（在宅） ①住民健康診断

②地域での健康づくり運動

さわだ内科・消化器内科

JR逗子駅東口ロータリーすぐ。 
京急新逗子駅から歩いて8分

水曜・日曜・祝日

☎０４６－８８４－８８３０

  午前 9:00～12:00  午後 15:00～19:00
土曜･午後 15:00～17:00

診療時間

休  診  日

不動産売買・賃貸
株式
会社イシワタホーム

逗子生まれ、逗子育ちのスタッフが
逗子と葉山も物件をひとつひとつ
お伝えします。

逗子葉山物件.com
逗子市逗子 7-6-30

tel 046-876-8484

㈲逗子不動産
逗子・葉山エリアのことなら
おまかせください！

逗子市逗子2-6-33(ＪＲ逗子駅前）
TEL 046(871)3900 FAX046(873)5475

営業時間 平日・土曜 10：00～18：00
日曜・祝日 10：00～17：00

定 休 日 第3火曜日・毎週水曜日

不動産取引：査定無料・地域密着宣言

逗子市逗子1－8－10
☎046－872－1533

HAIR&MAKE

K I X moani

逗子市逗子１－１０－２６ 平山ビル２F
TEL 046－872－3445

〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1－9－9
TEL 046‒871‒2931 FAX 046‒871‒2935

内 野薬品
薬剤師　内　野　孝　一

免疫力を高める生活を！

漢方薬・自然薬

㈱ ホーム庭園ヤスダ

庭木教室
造園工事
お手入れ

〒249-0005 逗子市桜山5‒4‒1
TEL （046）871－5841
FAX （046）871－9506

東逗子商店活性化推進宅配事業

エヌ・ワン クラブ
お魚・お肉・お野菜・日用品

ご予約とお問い合わせは…

0120‒86‒9990（フリーダイヤル）

東逗子眼科
逗子市沼間１－４－６
電話 ０４６‒８７０‒３１０７

休診日/水曜（手術日）・日曜日・祝日
※土曜日の午後の診療は（3:00～5:00)
　までです

朝日新聞サービスアンカー

ＡＳＡ東逗子
所　長　太　田　征　敏

逗子市沼間１－４－４

取扱：朝日新聞・神奈川新聞・東京新聞
 産経新聞・日刊スポーツ・他

０１２０－７１６８４５

読売センター東逗子
所 長　萩　原　義　文
逗子市沼間１－４－３１

取扱：読売新聞・神奈川新聞・報知新聞
０１２０－７１－３６５３

有限会社

たんぽぽ
〒249-0005　　　　　　　　　　　　　　　　 
逗子市桜山２－２－５８ たんぽぽビル１F

TEL ０４６－８７１－５４６４

★まずはご相談下さい★
福祉用品機器販売・住宅改修
中古福祉用具・機器販売

介護用品
専門店

青木病院医療法人社団

柏 信 会

逗子市桜山６－1336
☎（０４６）８７３－６５５５

内・脳神内・循環・呼吸・整形
糖尿病内・リハ

病院併設
老人保 健 施 設

グリーンハウス逗子
老人保 健 施 設

グリーンハウス逗子

入院97床

グループホーム 櫻

■ 画像診断科（MRI・CT検査）
■ 人間ドック（一般、胸部、脳、乳房）
逗子市桜山３－１６－１ 電話 ８７２―０００９

● 内  科  ● 消化器科
● 形成外科 ● 皮膚科

山本メディカルセンター

社会福祉法人　地域福祉協会
特別養護老人ホーム
逗子ホーム

・ 在宅介護支援センター
 （介護相談全般）
・ 居宅介護支援センター
 （ケアプランの作成等）
・ 短期入所サービス（ショートステイ）
・ せせらぎデイサービス（通所介護）

逗子市池子3丁目789番地

☎046－873－2501㈹
http://www.zushi-seseragi.jp/

磯見整形外科医院
〈診療科目〉

整形外科・リハビリテーション科・放射線科

受付時間：AM9：00～11：30
PM4：00～  6：30
（土曜午後 休診） 

《各種保険取扱》
休 診 日：水曜・日曜・祝日

☎046-872-0558

ハイランド循環　坂上バス停前

院 長　磯 見　 卓

白十字薬局
どの医療機関からの処方箋
でも調剤いたします

〈店舗電話〉
池　田　店(046-871-9787)・水道道店(046-873-0288)
ハイランド店(046-871-3560)・八景島店(045-786-1801)

不動産のアドバイザー

石渡住宅研
代表者　石　渡　準　一
〒249-0001 逗子市久木 1－5－34
電話（046）873－5400
FAX（046）871－099 0



忍野八海

河野新聞店
毎日新聞　日本経済新聞
神奈川新聞　スポニチ

〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1‒7‒1

ＴＥＬ 0120－17－2885
ＦＡＸ 046－872－0628

こ　う　　の　　し　ん　ぶ　ん　て　ん
西本整形外科
【診療時間】… 9:00～12:00/15:00～19:00
 土曜日は12:00まで
【休診日】… 木曜・日曜・祭日

逗子市逗子2‒5‒25 DENKビル5F

☎046－870－3787

◆◆◆◆◆◆◆◆◆　ＪＲ逗子駅から徒歩30秒！ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆

健康体操教室
～お気軽にご相談下さい。～

逗子1-5-4 マクドナルド横 128ビル3階

TEL 046‒873‒7750

Happy

Well-being

体重減 高血圧体力
不足

お腹
まわり

腰痛 膝痛 猫背

ハピ
ウェル

メガネ・コンタクト

逗 子 銀 座 通 り 中 程
TEL 046(873)8490
営業時間 10：00～19：00

出張検査・販売 実施中

逗子市新宿2-2-16 ☎046-870-3373
診療時間/AM8:30～PM12:30 PM2:00～PM6:00

休診日/水･日･祝･土曜午後

アットホームな治療院

石森接骨院
カラダの芯から温める治療をしています。

鍼灸マッサージ院

交通事故・労災取扱指名院
健康保険・各種保険取扱

午前 09：00～12：00
午後 15：00～19：30

土曜日 09：00～14：00迄受付
日曜・祝祭日　休　診
TEL 046－873－1593

月～金曜日{

三崎港

魚や修二
逗子銀座通り〈日曜定休〉
TEL/FAX 046－884－8423

大正・昭和・平成
心を乗せて８０有余年

社会福祉法人 湘南愛心会
特別養護
老人ホーム 逗子 杜の郷
入 　   所：100床

短期入所： 20床
(ﾕﾆｯﾄ 50 床 従来型多床室 50 床)

障害者就労支援事業所
居宅介護支援事業所

逗子市沼間１－２３（JR横須賀線 東逗子駅 徒歩７分）
TEL:046-870-6800 FAX:046-870-6805

タチバナ
逗子市逗子7－12－29
☎ 046（871）6261

ヘアーアドバイザーの店

ビューティーサロン

Antica Trattoria

IL NONNO
アンティカ トラットリア イル ノンノ

逗子市逗子1－5－4  128ビル2F
☎046-872-4688

★★★★ 各種パーティーご予約承ります ★★★★

ランチ　11：00～16：00（L.O.15:00）
ディナー 17：00～23：00（L.O.22:00）

０１２０－７22912

ZUSHI HAY
AMA

☎046-8
71-2912㈲山上輪業

バスや電車もいいけれどやっぱりバイクだよね！

●新車・中古車 販売 ●保険代理店
●車検・整備OK ●陸運局認定工場2‒522
【火曜定休】・JR逗子徒歩３分・新逗子徒歩１分

逗子市逗子４－３－１

歌って楽しく寛げるお店
カラオケスナック 夢ごころ

〈営業時間〉１７：００～２３：００

東逗子駅前ビル2Ｆ

TEL(046)871‒9063

ひ ろ

昼カラオケ（12：00～17：00）
歌い放題（ソフトドリンク付）1,000円

〈定 休 日〉日曜日
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池　田　店(046-871-9787)・水道道店(046-873-0288)
ハイランド店(046-871-3560)・八景島店(045-786-1801)

不動産のアドバイザー

石渡住宅研
代表者　石　渡　準　一
〒249-0001 逗子市久木 1－5－34
電話（046）873－5400
FAX（046）871－099 0


