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【資料】 

「bono（ボーノ）相模大野」 

出店店舗一覧 



－2012年11月15日現在－

【資料】bono相模大野　　North Mall/South Maｌｌ　店舗一覧①

＜ファッション・ライフスタイル雑貨＞　 ※店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F Aigan アイガン 愛眼株式会社 眼鏡店 ○

2F ORUP オルプ トーラス株式会社 ディーテラスが運営するペットショップ 新業態

1F チヨダ チヨダ 株式会社チヨダ 靴

2F 時計倉庫TOKIA トケイソウコトキア エスピービー株式会社 時計店 ○

2F バレンザ・ポー バレンザ・ポー　 バレンザ・ポー原宿 レディスファッション ○

1F ブルーブルーエ ブルーブルーエ　 ブルーブルーエジャパン株式会社 服飾・生活雑貨

2F Mjuk ミューク ミューク 株式会社アトリエFUN レディスファッション

＜レストラン＞ ※店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

2F ichi イチ 株式会社オーイズミダイニング パスタ屋 新業態

2F Indonesia　style　café＆dining　南風 インドネシアスタイルカフェアンドダイニング　ナンプウ　 有限会社アイルグリーン インドネシアスタイル居酒屋

2F インド料理　ダルバール インドリョウリ　ダルバール 有限会社ホワイトウェイ インド料理

2F 魚さだ ウオサダ 魚さだ（個人） 海鮮居酒屋 再出店

2F 元気寿司 ゲンキズシ 元気寿司株式会社 回転寿司 新業態

2F サブウェイ サブウェイ　 渋谷商店 サンドイッチ・カフェ 再出店

2F 老舗居酒屋　ガクさん シニセイザカヤ　ガクサン 株式会社丸中商事 居酒屋 再出店

2F すき家 スキヤ 株式会社ゼンショーホールディングス 牛丼

2F スナック真紀 スナックマキ スナック真紀（個人） スナック 再出店

1F 創作麺料理　竹麓輔工房 ソウサクメンリョウリ　タケロクスケコウボウ　 株式会社ハートランド ラーメン居酒屋

2F Tapioca sweets tutu タピオカスイーツ　チュチュ 有限会社FOOD NEXT タピオカドリンク、クレープ、ソフトクリーム ○

2F 中華食堂　日高屋 チュウカショクドウ　ヒダカヤ 株式会社ハイデイ日高 中華料理

2F つけ麺５５ ツケメンゴーゴー　 日本連合警備株式会社 つけ麺・ラーメン屋 ○

2F とんかつ　一代　 トンカツ　イチダイ　 株式会社シンノオ とんかつ、和食

2F 長崎ちゃんぽん　リンガーハット ナガサキチャンポン　リンガーハット　 株式会社リンガーハット 長崎ちゃんぽん専門店

2F 博多中洲屋台　鈴木ラーメン店 ハカタナカスヤタイ　スズキラーメンテン 有限会社ティーケープロジェクト ラーメン店 再出店

1F HUB ハブ 株式会社ハブ 英国風パブ

2F 富士宮焼きそば　こころ フジノミヤヤキソバ　ココロ　 株式会社ブーマー 焼きそば屋 ○

2F 紅高粱 ホンコウリャン ホンコウリョウ有限会社 飲食業（詳細未定） ○

1F 松屋 マツヤ　 株式会社松屋フーズ 牛めし 再出店

2F mr.Kanso ミスターカンソ　 株式会社リラフル 缶詰バー ○

2F 焼肉　ぼなぺてぃ ヤニキク　ボナペティ 焼肉　ぼなぺてぃ（個人） 焼肉 再出店

2F 和洋厨房　おたべ菜 ワヨウチュウボウ　オタベナ 和洋厨房　おたべ菜（個人） 居酒屋 再出店

＜カフェ・フード＞ ※店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F いい菜&ゼスト イイナアンドゼスト 株式会社ゼストクック 惣菜

2F IRERU イレル 有限会社アイケンファーム 茶カフェ＆PCレッスン 新業態

1F ウェッツェル・プレッツェル ウェッツェル・プレッツェル 有限会社マキシマ プレッツェル専門店 ○

1F おかしのまちおか オカシノマチオカ 株式会社みのや 菓子屋

1F 金子園 カネコエン 株式会社金子園 お茶と海苔

2F からあげ割烹　福のから カラアゲカッポウ　フクノカラ　 株式会社シオ井 惣菜店 ○

2F クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 ドーナツ&コーヒー ○

3F サンマルクカフェ サンマルクカフェ　 株式会社サンマルクカフェ カフェ

2F タリーズコーヒー タリーズコーヒー　 タリーズコーヒージャパン株式会社 カフェ

1F だんごのたかの ダンゴノタカノ　 だんごのたかの（個人） だんご屋 再出店

2F バーガーキング バーガーキング　 株式会社バーガーキング・ジャパン ファストフード

1F 丸十パン マルジュウパン 丸十大野製パン株式会社 パン製造・販売 再出店

1F ヨゴリーノ ヨゴリーノ　 ミズホ産業株式会社 デザート 新業態

※ 店名等情報は2012年11月15日現在の内容です。今後変更になる可能性があります。
※ リスト中の「再出店」という表記は『以前から再開発事業区域内で営業を行っており、今回bono相模大野に改めて出店する』という内容の店舗です。
※ 各店舗の正式名称は『相模大野店』『ボーノ相模大野店』等が加わる場合がありますが、本リストからは省いております。



－2012年11月15日現在－

【資料】bono相模大野　　North Mall/South Maｌｌ　店舗一覧②

＜サービス＞ ※店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F ART　Hair saLon アート　ヘアーサロン 有限会社エンゼル美容室 美容業 再出店

2F Eyelash Salon Blanc/Paris de skin アイラッシュサロン　ブラン／パリスデスキン　 株式会社Blanc まつげエクステ専門美容室、脱毛エステ ○

3F ECC外語学院 イーシーシーガイゴガクイン　 株式会社ECC 語学・資格スクール

1F ｉｔ’ｓ！（イッツ） イッツ 株式会社トライアングル ヘアーカットサロン 再出店

1F エイチ・アイ・エス エイチ・アイ・エス　 株式会社エイチ・アイ・エス 海外・国内旅行

2F au専売店 エーユーセンバイテン　 アスカ株式会社 携帯電話

1F おしゃれ工房ラヴィ オシャレコウボウラヴィ　 株式会社おしゃれ工房 洋服・バック・靴のお直し ○

2F 株式会社　東都 カブシキガイシャ　トウト 株式会社東都 賃貸アパート・マンション仲介

1F カメラのキタムラ カメラノキタムラ　 株式会社キタムラ カメラ・写真

1F QBハウス キュービーハウス　 キュービーネット株式会社 ヘアカット専門店

1F 激安ケータイショップ　携帯いかがですか ゲキヤスケータイショップ　ケイタイイカガデスカ　 株式会社湘南トレーディングス
Docomo、au、ソフトバンク、ウィルコム、
イーモバイルの携帯電話機器の販売

○

2F Satila hair サティラヘア 株式会社スタイルデザイナー 美容室 ○

2F 整体の森 セイタイノモリ 合同会社スタイル・ワン 整体マッサージ店

1F セブンイレブン セブンイレブン　 株式会社セブンーイレブン・ジャパン コンビニエンスストア 再出店

2F ソフトバンク ソフトバンク　 株式会社ヴィレッジ 携帯電話ショップ

4F 大学受験　ステップ ダイガクジュケン　ステップ　 株式会社ステップ 学習塾 新業態

2F たからや質店 タカラヤシチテン 有限会社たからや商事 質店 再出店

2F てもみん テモミン 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 リラクゼーション ○

2F ハウスリーフ ハウスリーフ 有限会社大場住販 不動産販売・賃貸・買取 再出店

3F 保育所まあむ ホイクジョマアム　 株式会社グラシム 保育園

2F ほけん百花 ホケンヒャッカ　 いずみライフデザイナーズ 来店型保険ショップ

2F 保険ほっとライン ホケンホットライン マイコミュニケーション株式会社 保険相談ショップ ○

2F 麻雀　いこい マージャン　イコイ 麻雀　いこい（個人） マージャン 再出店

1,2F みずほ銀行　相模大野支店 ミズホギンコウ　サガミオオノシテン 株式会社みずほ銀行 銀行 再出店

1F みつばち保険ファーム ミツバチホケンファーム 町田ガス株式会社 保険相談サービス（生命保険・損害保険）

3F Mitra ミトラ Mitra（個人） 美容室

1F 有限会社二松不動産 ユウゲンガイシャフタマツフドウサン 有限会社二松不動産 不動産 再出店

1F 有限会社宮崎不動産 ユウゲンガイシャミヤザキフドウサン 有限会社宮崎不動産 不動産 再出店

1,2F 横浜銀行　相模大野支店 ヨコハマギンコウ　サガミオオノシテン 株式会社横浜銀行 銀行 再出店

1,2F りそな銀行　相模大野支店 リソナギンコウ　サガミオオノシテン りそな銀行 銀行 再出店

2F Ｒｅ．Ｒａ．Ｋｕ リラク 株式会社リラク ストレッチ＆ボディケア

１F ローソン ローソン 株式会社ローソン コンビニエンスストア

2F ローソン ローソン 株式会社ローソン コンビニエンスストア

＜医療系＞ ※店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F 大岡薬局 オオオカヤッキョク 株式会社大岡薬局 薬局 再出店

2F 渋谷歯科医院 シブヤシカイイン 医療法人社団　渋谷歯科医院 歯科 再出店

1F 野見山医院 ノミヤマイイン 野見山医院（個人） 内科　他 再出店

4F 内科（予定） ナイカ 未定 内科

4F 整形外科（予定） セイケイゲカ 未定 整形外科

4F 皮膚科（予定） ヒフカ 未定 皮膚科

4F 調剤薬局（予定） チョウザイヤッキョク 未定 調剤薬局

※ 店名等情報は2012年11月15日現在の内容です。今後変更になる可能性があります。
※ リスト中の「再出店」という表記は『以前から再開発事業区域内で営業を行っており、今回bono相模大野に改めて出店する』という内容の店舗です。
※ 各店舗の正式名称は『相模大野店』『ボーノ相模大野店』等が加わる場合がありますが、本リストからは省いております。



－2012年11月15日現在－

【資料】　「Shopping　Center」店舗一覧①

＜ファッション＞　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

urnis アーニス 株式会社バーニッシュカンパニー レディスファッション ○

アクエリアスステージ アクエリアスステージ 有限会社丸岡 天然石アクセサリー ○

anySiS by KUMIKYOKU SiS エニィスィス　バイ　クミキョク　スィス 株式会社オンワード樫山 レディスファッション ○

QueenArrow クイーンアロー 東京シャツ株式会社 レディスファッション

グラスライン グラスライン ヒロタ株式会社 レディスファッション ○

ｃoen コーエン 株式会社コーエン レディス・メンズ

ZARA ザラ 株式会社ザラ・ジャパン レディスファッション ○

スタディオ　クリップ スタディオ　クリップ 株式会社トリニティアーツ レディスファッション・生活雑貨

ＴＯＤＡＹＬＵＸＥ トゥデイリュクス デンプロダクツ株式会社 アクセサリー

natural stance Libre ナチュラル　スタンス　リーブル 株式会社バーズ・アソシエーション レディスファッション・雑貨 ○

フェミニンカフェ フェミニンカフェ 株式会社ジーフット レディスシューズ ○

FUKUSKE COLLAGE フクスケ  コラージュ 福助株式会社 レッグウエア ○

Marie Morrie マリー　モリー 株式会社丹京 レディスファッション ○ ○

MELROSE claire メルローズクレール 株式会社メル・ローズ レディスファッション

アーノルドパーマータイムレス アーノルドパーマータイムレス 株式会社レナウン メンズ・レディス・キッズファッション

ABC-MART エービーシーマート 株式会社エービーシー・マート シューズ・スポーツウェア

Orange county オレンジ　カウンティ 株式会社グランドスラム キッズファッション ○

STUDIO・S スタディオエス 株式会社モリタ 鞄

Zoff ゾフ 株式会社ゾフ メガネ

Hello赤ちゃん ハローアカチャン 株式会社ハロー赤ちゃん ベビー・マタニティ用品 ○

＜ライフスタイル雑貨＞　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

青山フラワーマーケット アオヤマフラワーマーケット 株式会社パーク・コーポレーション フラワーショップ

off&on オフノオン 株式会社レプハウス 生活雑貨

casa Rico カーサ　リコ 株式会社ブロス キッチン雑貨 ○

KoKuMiN コクミン 株式会社コクミン ドラッグストア・調剤薬局 ○

George's ジョージズ 株式会社ウェルカム インテリア雑貨

Luｌu ルル ユナイテッドビーズ株式会社 倉敷帆布・雑貨 ○

bao-bab.fleur バオバブフルール 株式会社パスポート 雑貨・服飾雑貨 ○ ○

ロフト ロフト 株式会社ロフト 生活雑貨 ○

未公表 ‐ ‐ ‐

オリンピア オリンピア 株式会社オリンピア バラエティショップ ○

ブックファースト ブックファースト 株式会社ブックファースト 書店 ○

LOVER'S　ROOM ラバーズ　ルーム 株式会社ショービ クロックス　インテリア雑貨 ○

＜スーパーマーケット＞　

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F ライフ ライフ 株式会社ライフコーポレーション スーパーマーケット

＜フード＞（ⅰ）　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

ア・ラ・カンパーニュ アラカンパーニュ 株式会社ハットトリック 洋菓子

1丁目1番地 イッチョウメイチバンチ 株式会社ハニー 駄菓子 ○ 再出店

エール・エル エールエル 株式会社新保哲也アトリエ スイーツ・銘菓

大江戸菓子匠　銀座　松﨑煎餅 オオエドカシショウ　ギンザ　マツザキセンベイ 株式会社松崎商店 米菓 ○ 新業態

オギノパン オギノパン 株式会社オギノパン あげぱん 新業態

横浜中華　華満楼 ヨコハマチュウカ　カマンロウ 有限会社華星 中華点心・中華惣菜

カナール カナール 有限会社薔薇園 洋菓子 ○

カルディコーヒーファーム カルディコーヒーファーム 株式会社キャメル珈琲 コーヒー豆・輸入食品

KISSYO　SELECT キッショウ　セレクト 株式会社よつや 蔵元直送ワイン　清酒　本格焼酎 ○

金花 キンカ 株式会社市川きんか スイーツ・銘菓

KUGENUMA SHIMIZU クゲヌマ　シミズ 株式会社KUGENUMA SHIMIZU 和スイーツ ○

こだわりや コダワリヤ 株式会社こだわりや 自然食品 ○ 再出店

コトイチ コトイチ 株式会社アトレスティル 食料品催事 ○ ○

conanoco　scone コナノコスコーン アイディールシステムズ株式会社 焼きたてスコーン専門店 ○

サーティワンアイスクリーム サーティワンアイスクリーム Ｂ-Ｒサーティワンアイスクリーム株式会社 アイスクリーム

さがみはらアンテナショップ　sagamix サガミハラアンテナショップ　サガミックス 相模原市観光協会 アンテナショップ 新業態

ジュノエスクベーグルショップ ジュノエスクベーグルショップ 株式会社ジュノエスクベーグル ベーグル

Table Douce ターブル　ドゥース 井筒まい泉株式会社 洋惣菜 ○ 新業態

たこ焼道楽わなか タコヤキドウラクワナカ 株式会社和なか たこ焼 ○

茶　丸山園 チャ　マルヤマエン 株式会社丸山園本店 茶・海苔 ○

ちよだ鮨 チヨダスシ 株式会社ちよだ鮨 持ち帰りすし専門店

デリサラ デリサラ 株式会社海星ムサシ 洋惣菜 ○

2F

3F

4F

2F

3F

4F



－2012年11月15日現在－

【資料】　「Shopping　Center」店舗一覧①

＜フード＞（ⅱ）　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

魚魚膳 トトゼン 株式会社とと膳 鮮魚・和惣菜 ○

とんかつ新宿さぼてん トンカツシンジュクサボテン 株式会社グリーンハウスフーズ 惣菜(とんかつ等) ○

生フルーツゼリー専門店　フルフール御殿場 ナマフルーツゼリーセンモンテン　フルフールゴテンバ 株式会社ＴＧＧ フルーツゼリー ○ ○

日本一 ニホンイチ 株式会社日本一 焼鳥・鶏惣菜・うなぎ

浜作 ハマサク 株式会社浜作 焼魚　海産物 新業態

あじわい漬物　丸越 アジワイツケモノ　マルコシ 株式会社丸越 惣菜(漬物等)

ファクトリーシン ファクトリーシン 株式会社シンケールス 洋菓子 ○

ふくふくラスク　ポルトボヌール フクフクラスク　ポルトボヌール 株式会社丸十ベーカリーシャルン ラスク専門店 ○ 新業態

メゾンカイザー メゾンカイザー 株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン ベーカリー ○

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ モミアンドトイズ 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント クレープ・サンドイッチ

横濱　長者町　しげた ヨコハマ　チョウジャマチ　シゲタ 株式会社シゲタ 和菓子 ○

ル・ヴェール　デリ ル・ヴェール　デリ 株式会社シンノオ 総合惣菜

LUPICIA ルピシア 株式会社ルピシア 紅茶・緑茶・烏龍茶

＜レストラン・カフェ＞　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F ケンタッキーフライドチキン ケンタッキーフライドチキン 株式会社さわやか ファーストフード

2F 果汁工房　果琳 カジュウコウボウ　カリン 有限会社青木商店 フルーツジュースバー ○

4F カフェソラーレ カフェソラーレ 株式会社プロントコーポレーション カフェ ○ ○

カプリチョーザ カプリチョーザ 株式会社WDI　JAPAN イタリア料理

こだわり和食と甘味処　かんながら コダワリワショクトカンミトコロ　カンナガラ 有限会社かんながら 和食 ○ ○

スキップキッズ スキップキッズ 株式会社スキップキッズ 親子カフェ ○

RRainbow ダブルレインボー 株式会社アドリブ ハワイアンレストラン＆カフェ ○

梅蘭 バイラン 株式会社東源 中国料理 ○

ブッフェ　ブルーム ブッフェ　ブルーム ニラックス株式会社 ブッフェレストラン 新業態

＜サービス＞　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F ポニークリーニング ポニークリーニング 穂高株式会社 クリーニング取次

ジェイコムショップ ジェイコムショップ 株式会社ジェイコムイースト ケーブルテレビ・インターネット・電話

Shoeshine&Repair TOKYO シューシャインアンドリペア　トーキョー 有限会社靴みがき本舗 靴磨きと靴修理 ○

3F ダッシングディバ ダッシングディバ ダッシングディバ インターナショナル株式会社 ネイルサロン

JTBトラベランド ジェイティービートラベランド 株式会社JTB首都圏 旅行代理店

チケットぴあガリレオ チケットピアガリレオ コスミックGCシステム株式会社 外貨両替　印紙・証紙・切手・チケット販売 ○

未公表 ‐ ‐ ‐

こども英会話のミネルヴァ コドモエイカイワノミネルヴァ 株式会社こども英会話のミネルヴァ カルチャースクール

こども写真城　スタジオアリス コドモシャシンジョウ　スタジオアリス 株式会社スタジオアリス こども写真館

みんなの保険プラザ ミンナノホケンプラザ ほけんの窓口グループ株式会社 保険ショップ（保険代理店）

メガロス相模大野 メガロスサガミオオノ 株式会社メガロス フィットネスクラブ

未公表 - - -

＜医療系＞　

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

5F 共立総合整骨院 キョウリツソウゴウセイコツイン 株式会社青柳 整骨院 ○

＜その他機能＞　 ※フロアごと店名ヨミガナ50音順

フロア 店名 店名（ヨミガナ） 会社名 業種 関東初 神奈川初
相模大野・

町田エリア初 その他特徴

1F ゆうちょ銀行ATM ユウチョギンコウエーティーエム 株式会社ゆうちょ銀行 ATM

2F 三井住友銀行　相模大野駅前出張所 ミツイスミトモギンコウ　サガミオオノエキマエシュッチョウジョ 株式会社三井住友銀行 ATMコーナー

※ 店名等情報は2012年11月15日現在の内容です。今後変更になる可能性があります。
※ リスト中の「再出店」という表記は『以前から再開発事業区域内で営業を行っており、今回bono相模大野に改めて出店する』という内容の店舗です。
※ 各店舗の正式名称は『相模大野店』『ボーノ相模大野店』等が加わる場合がありますが、本リストからは省いております。

5F

2F

6F

2F

4F


