
生田中央商店会　担当：地主 豊　製作：椎名 泰斗　7校

IKUTA CHUO SHOTENKAI 2022

生田中央商店会お店情報

津久井道を中心に、小田急線・生田駅周辺に広がる「生田中央商店会」。
多業種にわたる加盟店は70店舗以上！個性豊かなお店に足を運んで、新たな魅力にめぐり逢おう―

歩こう！

…サービス他…物販…飲食
※掲載内容は変更されている場合があります。最新情報は各店にご確認ください。

※掲載内容は変更されている
場合があります。最新情報
は各店にご確認ください。

CATEGORY

発行：生田中央商店会　2022年1月

お問い合わせ ☎044-272-3623（サイクランドヤマダ）

編集：株式会社タウンニュース社

西生田2-1-3-3西生田2-1-3-3
044-954-7400044-954-7400
11：30〜13：30/11：30〜13：30/
18：00〜25：0018：00〜25：00
日曜日曜

らーめん工房はらっぱ11
西生田2-2-1西生田2-2-1
044-954-0920044-954-0920
11：30〜14：30/11：30〜14：30/
18：00〜23：0018：00〜23：00
日曜日曜

生田バル
カラベル22

西生田2-2-1西生田2-2-1
044-952-2014044-952-2014
11：00〜14：00/11：00〜14：00/
14：00〜23：0014：00〜23：00
木曜木曜

季節料理すだち33

西生田2-2-1-2F西生田2-2-1-2F
044-299-6759044-299-6759
20：00〜20：00〜
日曜日曜

PUB VIRGO77

生田7-9-6生田7-9-6
044-911-8483044-911-8483
11：00〜21：0011：00〜21：00
月曜月曜

中国料理 味良1111

生田7-12-9生田7-12-9
044-933-9977044-933-9977
17：00〜24：0017：00〜24：00
日曜、祝日日曜、祝日

やきとり 太郎1515

生田7-7-19生田7-7-19
044-819-8139044-819-8139
18：00〜24：30頃18：00〜24：30頃
日曜日曜

スナック夕凪1919

生田7-7-14生田7-7-14
044-933-2031044-933-2031
11：00〜15：00/11：00〜15：00/
17：30〜21：0017：30〜21：00
火曜火曜

中華料理 大むら2323

西生田2-1-4西生田2-1-4
044-272-3623044-272-3623
9：30〜18：009：30〜18：00
水曜水曜

サイクランド ヤマダ11

生田7-9-8生田7-9-8
044-911-2445044-911-2445
9：00〜21：009：00〜21：00
（土日〜20：00）（土日〜20：00）
金曜金曜

ミート＆デリ セキ55

西生田2-2-1-2F西生田2-2-1-2F
044-951-6989044-951-6989
19：00〜24：0019：00〜24：00
日曜日曜

花みずき44

西生田2-1-1西生田2-1-1
044-954-3406044-954-3406
11：00〜21：0011：00〜21：00
無休無休

長月 丼丸88

生田7-9-7生田7-9-7
044-900-8101044-900-8101
16：00〜26：0016：00〜26：00
（日〜24：00）（日〜24：00）
年末年始年末年始

やきとり 山の家1212

生田7-12-9-2F生田7-12-9-2F
044-933-3151044-933-3151
11：00〜24：0011：00〜24：00
（日祝〜22：00）（日祝〜22：00）
火曜火曜

麺菜家 尾いけ 生田店1616

生田7-7-18生田7-7-18
044-933-6156044-933-6156
17：00〜25：0017：00〜25：00
無休無休

酔楽場 ふぅ2020

生田8-1-14生田8-1-14
044-911-8468044-911-8468
11：00〜14：30/11：00〜14：30/
16：30〜21：0016：30〜21：00
日曜、祝日日曜、祝日

おしげ食堂2424

西生田2-2-3西生田2-2-3
044-966-4485044-966-4485
10：00〜18：0010：00〜18：00
水曜、木曜水曜、木曜

ヤマダ時計店22

生田7-10-1生田7-10-1
044-933-3161044-933-3161
10：00〜23：0010：00〜23：00
無休無休

ゆりストア 生田店66

西生田2-2-1-2F西生田2-2-1-2F
044-712-8770044-712-8770
18：00〜25：0018：00〜25：00
日曜日曜

Bar Yuzuki55

生田7-9-3-2F生田7-9-3-2F
044-922-2378044-922-2378
17：00〜25：0017：00〜25：00
日曜日曜

居酒屋
花より団子 生田店99

生田7-8-8生田7-8-8
044-911-4012044-911-4012
11：00〜22：0011：00〜22：00
月曜月曜

ひろ寿司 本店1313

生田7-7-1生田7-7-1
044-767-8729044-767-8729
16：00〜24：0016：00〜24：00
日曜日曜

いちびり 立ち飲み居酒屋1717

生田7-8-9生田7-8-9
044-930-3488044-930-3488
5：00〜26：005：00〜26：00
無休無休

松屋 生田店2121

生田7-2-12生田7-2-12
044-299-6161044-299-6161
11：30〜24：0011：30〜24：00
無休無休

庄や 生田店2525

生田7-10-6生田7-10-6
044-911-3564044-911-3564
8：00〜19：308：00〜19：30
木曜木曜

松一フード33

生田7-10-1-2F生田7-10-1-2F
044-934-9051044-934-9051
10：00〜21：0010：00〜21：00
無休無休

キャン・ドゥ 生田店77

西生田2-2-1-2F西生田2-2-1-2F
044-567-3107044-567-3107
17：00〜23：0017：00〜23：00
日曜、祝日日曜、祝日

酒処 どんぐり66

生田7-9-3-2F生田7-9-3-2F
044-932-9030044-932-9030
19：00〜24：0019：00〜24：00
水曜水曜

スナック雫1010

生田7-8-8-2F生田7-8-8-2F
044-934-9870044-934-9870
17：00〜23：3017：00〜23：30
火曜火曜

馬酔木1414

生田7-8-4生田7-8-4
044-933-2377044-933-2377
7：00〜21：007：00〜21：00
（土日祝8：00〜20：00）（土日祝8：00〜20：00）
無休無休

ドトール コーヒーショップ
生 田 駅 前 店2222

生田7-2-10生田7-2-10
044-933-5155044-933-5155
17：00〜24：0017：00〜24：00
水曜水曜

corda2626

生田7-10-5生田7-10-5
044-911-8481044-911-8481
10：00〜22：0010：00〜22：00
（日祝〜20：00）（日祝〜20：00）
不定休不定休

野崎書店44

生田7-10-1-2F生田7-10-1-2F
0120-919-5200120-919-520
10：00〜19：0010：00〜19：00
水曜水曜

学生服のＴ＆Ｙながさわ
生 田 店88

生田7-8-5生田7-8-5
090-4961-3947090-4961-3947
（事務局インパルス）（事務局インパルス）

宮田催事場1313

生田7-11-8生田7-11-8
044-932-1533044-932-1533
7：00〜24：007：00〜24：00
無休無休

セブンイレブン 川崎生田
７丁目店99

生田7-2-3生田7-2-3
044-819-8663044-819-8663
10：00〜19：0010：00〜19：00

arc bakery1717

西生田2-1-3西生田2-1-3
044-299-8184044-299-8184
9：30〜16：009：30〜16：00
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

つゆき明美事務所つゆき明美事務所55

生田7-9-3生田7-9-3
044-299-7255044-299-7255
9：00〜13：009：00〜13：00
/14：30〜19：00（土〜18：00）/14：30〜19：00（土〜18：00）
日曜、祝日日曜、祝日

生田駅前歯科クリニック生田駅前歯科クリニック99

生田7-10-1-2F生田7-10-1-2F
044-933-5890044-933-5890
10：00〜18：0010：00〜18：00
日曜日曜

森のひだまり森のひだまり1313

生田7-11-1生田7-11-1
044-911-6981044-911-6981
9：00〜18：459：00〜18：45
月曜、第3月火月曜、第3月火

アニューヘア・ヤマダアニューヘア・ヤマダ1717

生田7-8-8生田7-8-8
044-322-0167044-322-0167
8：30〜20：008：30〜20：00
（日祝9：00〜）（日祝9：00〜）
木曜木曜

クリーニンググッドクリーニンググッド 生田店 生田店2121

生田7-6-3生田7-6-3
044-922-0141044-922-0141
9：00〜15：00（金融窓口）9：00〜15：00（金融窓口）
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

城南信用金庫城南信用金庫 生田支店 生田支店2525

生田7-5-17生田7-5-17
044-911-3841044-911-3841
24時間24時間
無休無休

コインランドリー カメヤコインランドリー カメヤ2929

生田7-11-5生田7-11-5
044-911-2374044-911-2374
10：00〜19：0010：00〜19：00
日曜、祝日日曜、祝日

鮮魚 魚光1010

生田7-8-4生田7-8-4
044-931-5557044-931-5557
10：00〜23：0010：00〜23：00
（土日祝〜22：00）（土日祝〜22：00）
元日元日

Odakyu OX 生田店1414

生田7-2-10生田7-2-10
044-299-8981044-299-8981
9：30〜19：009：30〜19：00
不定休不定休

MiLL STAND1818

西生田2-1-6西生田2-1-6
044-322-9292044-322-9292
7：00〜20：007：00〜20：00
日曜、祝日日曜、祝日

えみのき保育園えみのき保育園22

西生田2-2-2西生田2-2-2
044-966-3484044-966-3484
10：00〜19：0010：00〜19：00
木曜木曜

ミナト電機ミナト電機66

生田7-10-10生田7-10-10
044-932-5082044-932-5082
9：00〜18：009：00〜18：00
火曜火曜

ソワール美容室ソワール美容室1010

生田7-11-8-2F生田7-11-8-2F
044-933-5854044-933-5854
9：30〜12：00/9：30〜12：00/
14：00〜17：30（水〜19：00）14：00〜17：30（水〜19：00）
木曜、日曜、祝日木曜、日曜、祝日

小野歯科医院小野歯科医院1414

生田7-8-5生田7-8-5
044-955-5388044-955-5388
6：00〜27：006：00〜27：00
無休無休

生田交通生田交通1818

生田7-7-3生田7-7-3
044-932-1106044-932-1106
9：30〜18：009：30〜18：00
火曜、水曜火曜、水曜

シックベルシックベル2222

生田7-12-1生田7-12-1
044-932-3956044-932-3956
日曜日曜

松澤板金工業松澤板金工業2626

生田7-2-13-2F生田7-2-13-2F
044-933-4522044-933-4522
9：00〜11：00/9：00〜11：00/
15：00〜18：0015：00〜18：00
木曜、土曜午後、日曜、祝日木曜、土曜午後、日曜、祝日

中込内科クリニック中込内科クリニック3030

生田7-11-2生田7-11-2
044-931-3270044-931-3270
10：00〜22：0010：00〜22：00
無休無休

ココカラファインヘルスケア 生田店1111

生田7-7-2生田7-7-2
044-322-8500044-322-8500
9：00〜18：009：00〜18：00
水曜、木曜水曜、木曜

らくりん館 生田店1515

生田7-2-9生田7-2-9
044-455-6090044-455-6090
10：00〜19：0010：00〜19：00
（完売次第終了）（完売次第終了）
月曜月曜

スターの昼寝1919

西生田2-1-4西生田2-1-4
044-969-2525044-969-2525
8：30〜17：308：30〜17：30
日曜日曜

ウィズ・ユーウィズ・ユー33

西生田2-1-1西生田2-1-1
044-954-9726044-954-9726
9：30〜19：009：30〜19：00
月曜、第2･3月火連休月曜、第2･3月火連休

バーバー・クロスロードバーバー・クロスロード77

生田7-10-8生田7-10-8
044-900-8314044-900-8314
10：00〜19：0010：00〜19：00
水曜水曜

ワールド電気ワールド電気1111

生田7-11-8-2F生田7-11-8-2F
070-3521-9819070-3521-9819
平日13：00〜22：30平日13：00〜22：30
第5週第5週

風の一家ダンス道場風の一家ダンス道場1515

生田7-8-5生田7-8-5
044-911-3411（登戸支店）044-911-3411（登戸支店）
7：00〜22：007：00〜22：00
無休（メンテナンス休止有）無休（メンテナンス休止有）

川崎信用金庫川崎信用金庫生　田生　田
出張所出張所1919

生田7-12-6生田7-12-6
044-911-9907044-911-9907
9：00〜17：009：00〜17：00
（保険･貯金〜16：00）（保険･貯金〜16：00）
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

生田駅前郵便局生田駅前郵便局2323

生田7-8-9-2F生田7-8-9-2F
044-932-6663044-932-6663
10：00〜18：0010：00〜18：00
水曜水曜

グレイスホームグレイスホーム2727

三田2-1-3三田2-1-3
044-933-2221044-933-2221
10：00〜18：0010：00〜18：00
水曜水曜

生田不動産生田不動産3131

生田7-8-3生田7-8-3
044-911-6758044-911-6758
9：00〜19：009：00〜19：00
（日祝〜18：00）（日祝〜18：00）
無休無休

髙橋生花店1212

生田7-12-3生田7-12-3
044-900-0623044-900-0623
10：00〜17：0010：00〜17：00
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日
（他不定休有）（他不定休有）

ロシア
雑 貨 VOLGA1616

生田7-3-6生田7-3-6
044-934-6282044-934-6282
9：00〜22：009：00〜22：00
元日元日

マツモトキヨシ生田駅
南口店2020

西生田2-2-3西生田2-2-3
044-955-7234044-955-7234
9：00〜18：009：00〜18：00
火曜、第2･3水曜火曜、第2･3水曜

ベルサロン枝光ベルサロン枝光44

生田7-9-1生田7-9-1
044-900-0048044-900-0048
9：00〜18：009：00〜18：00
水曜水曜

多摩ハウジング多摩ハウジング88

生田7-8-1生田7-8-1
044-911-3154044-911-3154
9：00〜15：00（金融窓口）9：00〜15：00（金融窓口）
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

ＪＡセレサ川崎ＪＡセレサ川崎 生田支店 生田支店1212

生田7-11-5生田7-11-5
044-932-3219044-932-3219
9：30〜19：009：30〜19：00
（日祝〜18：00）（日祝〜18：00）
水曜、第1・3木曜水曜、第1・3木曜

クリオホームクリオホーム1616

生田7-8-7生田7-8-7
044-911-7000044-911-7000
10：00〜18：0010：00〜18：00
水曜水曜

長澤商事長澤商事2020

生田7-12-5生田7-12-5
044-900-4560044-900-4560
9：30〜18：009：30〜18：00
火曜、水曜火曜、水曜

セイコー不動産セイコー不動産2424

生田7-7-13生田7-7-13
044-930-3350044-930-3350
9：00〜17：309：00〜17：30
土曜、日曜、祝日土曜、日曜、祝日

東電さわやかケア生田東電さわやかケア生田2828

生田7-7-2生田7-7-2
044-281-4042044-281-4042
11：00〜15：00（土日〜15：30）/11：00〜15：00（土日〜15：30）/
17：00〜23：0017：00〜23：00
無休無休

亜細亜食堂ミルチ 生田店1818

西生田2-2-5西生田2-2-5
044-966-3256044-966-3256
9：00〜12：00/15：00〜18：009：00〜12：00/15：00〜18：00
（第2･4火曜16：00〜18：00）（第2･4火曜16：00〜18：00）
木曜、土曜午後、日曜、祝日木曜、土曜午後、日曜、祝日

岸内科胃腸科医院11



生田中央商店会　担当：地主 豊　製作：椎名 泰斗　7校

小田急生田駅

津久井
道

五反田川

IKUTA ODEKAKE MAP

生田駅前

生田歩道橋
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PUB VIRGO（2F）●7

Bar Yuzuki（2F）●5
花みずき（2F）●4
季節料理すだち●3

酒処 どんぐり（2F）●6

岸内科胃腸科医院
●1

ミナト
電機●6

ベルサロン
枝光
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●19

川崎信用金庫
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宮田催事場

●13
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生田店●14

らくりん館 生田店
●15

長澤商事

●20

生田交通●18
クリーニンググッド

生田店

●21

亜細亜食堂ミルチ 生田店●18
シックベル●22

髙橋生花店●12

中込内科クリニック●30

スナック雫（2F）●10

生田駅前歯科クリニック●9
居酒屋 花より団子 生田店（2F）●9

多摩ハウジング
●8

ゆりストア 生田店●6
キャン・ドゥ 生田店（2F）●7
学生服のＴ＆Ｙ
ながさわ生田店（2F）●8
森のひだまり（2F）●13

鮮魚 魚光

●10

クリオホーム

●16

ココカラファイン
ヘルスケア生田店

●11

セブンイレブン
川崎生田７丁目店●9

風の一家ダンス道場（2F）●15
小野歯科医院（2F）●14

ロシア雑貨
VOLGA

●16

マツモトキヨシ
生田駅南口店●20

スターの昼寝●19arc bakery●17

●17

アニューヘア・ヤマダ

おしげ食堂

●24

生田駅前
郵便局

●23

セイコー
不動産

●24

城南信用金庫
生田支店

●25

松澤板金工業

●26

生田不動産
●31

コインランドリー
カメヤ●29

東電さわやかケア生田

●28

五反田神社

酔楽場 ふぅ●20
スナック夕凪●19

グレイスホーム（2F）●27
松屋 生田店●21

馬酔木（2F）●14
ひろ寿司本店●13

麺菜家 尾いけ生田店（2F）●16
やきとり 太郎●15

ドトール コーヒーショップ
生田駅前店

●22

中華料理
大むら

●23

庄や 生田店

●25 corda●26
MiLL STAND

●18

●

多摩区役所
生田出張所

生田小学校

●交番

生
田
大
橋

●

●

いちびり 立ち飲み居酒屋

●17

五反田川の甌穴群

●
おうけつ

■五反田川の五反田川の甌甌
おうけつおうけつ

穴穴群群…生田駅南口バス
ロータリー近くにある川崎市の地域文化
財。川底の岩盤が、数百年かけて自然の
力で削られてできたもの。川沿いの花壇
づくりや行事に取り組む五反田自治会
が、位置を示す看板を設置した。

■五反田神社五反田神社…鎌倉時代に創始され
たと伝わる奉賛会が、代々守り続けて
きた神社。秋の例大祭では、扇睦会に
より守護される神輿が周辺を回り、地
域を盛り上げる。例年、初詣や節分祭
も多くの来場者でにぎわう。

三田1-2-10

■多摩区役所生田出張所多摩区役所生田出張所…2021年6月に
開庁した新庁舎。行政サービス拠点として、証明
書発行や地域振興を担う。生田小学校下校
庭とつながる屋上広場、市民活動のための交
流センターなどが特徴だ。多摩消防団中央生
田班の器具置場もある。

生田7-16-1

生田中央商店会 presents

生田おでかけＭ
 マ ッ プ  

ＡＰ
ODAKYU IKUTA station ／ TSUKUI road ／ GOTANDA river


