
地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号
加須 中央１ Venti 加須駅前店 まつ毛エクステ ネット予約
加須 中央１ Green salad factory 飲食業（サラダ・カフェ） 070-8953-0637
加須 中央１ ケイ美容室 美容室 61-3457
加須 中央１ ㈲小松ベーカリー パン・洋菓子製造販売 61-0531
加須 中央１ もつ焼　康 飲食業（ホルモン焼き） 61-2939
加須 中央１ 美容室ヘアーウェーブ 美容室 48-6266
加須 中央１ コーヒー＆軽食　利久 飲食業（喫茶） 61-2939
加須 中央１ うなぎの店浜清  ㈲浜清 飲食業（鰻・川魚） 61-0053
加須 中央1 NEREID トータルビューティーサロン ネット予約
加須 中央１ 理容イワサキ 理容業 61-3353
加須 中央１ ㈲サンワ 包装資材卸小売 61-0844
加須 中央１ 焼肉ダイニング加須園 飲食業(焼肉) 61-4197
加須 中央１ 焼鳥　あさみ 飲食業（焼き鳥） 61-8911
加須 中央１ 金宝堂 時計・メガネ・宝飾品 62-7676
加須 中央１ ㈲田辺スポーツ スポーツ用品 62-6465
加須 中央１ 海鮮酒房せんりょう 飲食業（居酒屋） 61-8139
加須 中央１ おしゃれの館ミッキー   理容業 61-0551
加須 中央1 脱毛専用サロンELIXIR エステサービス 070-7793-3937
加須 中央１ ㈲ビューティショップむかわ 化粧品 61-1010
加須 中央１ ライオン　ダンス　スクール ダンススクール 080-8724-2208
加須 中央1 むさしの建築設計事務所 建築設計、耐震診断 61-3375
加須 中央１ 彫物工房バジリコ オリジナル商品製作工房 31-9679
加須 中央1 居酒屋たけちゃん 飲食業(居酒屋) 090-2313-0369
加須 中央１ かし亀 飲食業（ラーメン） 62-1408
加須 中央１ 山崎生花店 生花 61-4893
加須 中央１ 篠原医院 医療機関(内科・小児科) 61-0054
加須 中央１ 吉野屋 飲食業(手打うどん・そば) 61-0532
加須 中央１ たかのチェーン加須店 和菓子製造販売 61-4461
加須 中央１ 加藤菓子店 菓子卸小売 61-0450
加須 中央１ 森田洋品店 洋品・帽子 61-0332
加須 中央１ 岡安堂 和菓子製造販売 61-3441
加須 中央１ 和食処　わんだ 飲食業（居酒屋） 090-1464-9930
加須 中央１ はんこ屋さん２１加須店 印鑑・印刷物製造販売 61-8583
加須 中央１ ㈲美容室サロンドペペ 美容室 62-7328
加須 中央１ 梅月堂 和菓子製造販売 61-0377
加須 中央１ ファミリア・コバヤシ 呉服・洋品 62-0121
加須 中央１ 鳥海寝具店 寝具 61-0145
加須 中央１ MY SHOW ～加須店～［マイショウ］ まつ毛・ネイル・まゆ毛サロン 53-5328
加須 中央１ ㈱富三堂老舗 和菓子製造販売 61-1111
加須 中央１ ㈲石川荒物店 荒物・日用品 61-0518
加須 中央２ ㈱佐藤丑五郎商店 人形・こいのぼり 62-0202
加須 中央２ ポーラ　エステイン美宝 化粧品販売、エステサロン 31-6223
加須 中央２ スクールショップ日大 スクール衣料 61-0388
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加須 中央２ コーヒーイン千珈多 飲食業(喫茶) 61-0436
加須 中央２ しょうぞう・カロリー 飲食業（居酒屋、創作料理） 61-0308
加須 中央２ アルプス美容院 美容室 61-3735
加須 中央２ 旬彩食堂　いろは 飲食業(定食) 44-9103
加須 中央２ フードショップ　レインボー 食品販売（弁当） 61-2735
加須 中央２ 銀鐘堂 時計・メガネ 61-2274
加須 中央２ 炙りや　極味総本店 飲食業(焼肉) 61-7788
加須 中央２ 彩くる 自転車修理販売 48-6458
加須 中央２ 寿司割烹うおのぶ 飲食業（寿司） 61-0351
加須 中央２ KAZO TORCIDA (カゾ　トルシーダ) 飲食業(スポーツBarダイニング) 62-2211
加須 中央２ ペットサロン ナガシマヤ ペットショップ 61-0584
加須 中央２ 町田印刷 印刷 61-0430
加須 中央２ ﾍｱｰｻﾛﾝYONEYAMA(米山) 理容業 61-3284
加須 中央２ 補聴器専門店　たいよう補聴器 補聴器 38-9108
加須 中央２ エステティックサロン　Lily Hanna エステティックサロン 080-3410-8007
加須 中央２ マスゴ　大和薬局㈱ 調剤薬局 61-0055
加須 中央２ PALM SUGAR 飲食業(エスニックカフェ) 53-3475
加須 中央２ ㈲ブックセンターやまと 書籍 62-1211
加須 中央２ café&DINING BAR Tomoe 飲食業（洋食） 61-0155
加須 中央２ ビューティガロ　加須店 美容室 62-5567
加須 中央２ メガネのカワノベ 眼鏡・補聴器専門店 62-0248
加須 中央２ 中央食堂 飲食業(手打うどん・そば) 61-0319
加須 中央２ ㈲とみだや呉服店 衣料品(呉服) 61-0032
加須 中央２ ㈲坪井生花店 生花 61-2660
加須 中央２ 料亭さかもと 飲食業（和食） 61-0035
加須 中央2 炭火串焼　留次郎 飲食業（炭火串焼） 31-8887
加須 中央２ ㈲松坂屋 衣料品（婦人服） 61-0029
加須 中央２ 斎藤商店 タバコ・雑貨・LPガス・石油 61-0716
加須 中央２ ㈲肉のはせがわ 精肉 61-0446
加須 中央２ レディースファッションとおい 衣料品（婦人服） 61-0136
加須 本町 大衆酒場つなぐ家 飲食業（大衆居酒屋） 31-6860
加須 本町 恵比寿家 飲食業(手打うどん・そば) 61-0201
加須 本町 ヘアーサロンヒライ 理容業 62-0632
加須 本町 赤城屋 飲食業(手打うどん・そば) 62-0658
加須 本町 八百専 食料品 61-0206
加須 本町 野本美容院 美容室 61-0402
加須 本町 ㈱伊勢屋金物店 金物販売 61-0107
加須 本町 岡野輪店 自転車販売・修理 61-3297
加須 本町 廣井写真館 写真館 61-0257
加須 本町 ｎ、ｄｏｕｅｒ 美容室 61-3590
加須 本町 ㈱下総屋 茶・海苔 61-0215
加須 本町 (資)出山呉服店 衣料品(呉服) 61-0128
加須 本町 ㈲正札堂 衣料品（紳士服・婦人服） 61-0138
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加須 本町 野本園茶舗 茶・海苔 61-0108
加須 本町 新井家菓子店 和・洋菓子製造販売 61-0230
加須 本町 ㈲中央百貨店 衣料品（婦人服） 61-0552
加須 本町 ㈲シブカワ 日用品・雑貨・燃料 61-0421
加須 本町 鳥幸肉店 精肉 61-2998
加須 本町 ㈲粕壁屋 陶器・漆器・硝子器 61-0148
加須 本町 シャモニー ゴルフショップ 61-2375
加須 本町 ㈱カサモ関口商店 文房具・事務機 61-0041
加須 本町 ㈲小林時計店 時計・メガネ 61-0760
加須 本町 ㈲増田商店 籐製品 61-4007
加須 本町 ㈱明石屋 酒類・食料品 61-0158
加須 本町 ㈱石塚繊維 衣料品(呉服) 61-0648
加須 元町 中田病院 医療機関 61-3122
加須 元町 魚進鮮魚店 鮮魚 61-0942
加須 元町 寿司　三勝 飲食業（寿司） 61-2255
加須 元町 丸茂食品マート 食料品 61-0359
加須 元町 中華料理　天鳳飯店 飲食業（中華） 61-3886
加須 元町 ㈲来集軒(元町店) 飲食業（中華） 61-0143
加須 元町 デイサービス未来加須 デイサービス 53-8860
加須 元町 鮨　梅とし 飲食業(寿司) 62-2525
加須 南町 えるむ美容室 美容業 62-3886
加須 南町 炭火焼肉かりん 飲食業（焼肉） 62-4129
加須 南町 加須タクシー㈱ 旅客サービス業 61-0200
加須 南町 CRAIL craft　school＆shop 77-0685
加須 南町 紅花 飲食業(居酒屋) 62-2477
加須 南町 株式会社作庭田沼園 造園業 53-8565
加須 南町 原気整体院 整体院 080-9195-4447
加須 富士見町 絶好調　てらす家 飲食業(居酒屋) 48-7619
加須 富士見町 居食屋　匠 飲食業(創作しない居酒屋) 61-1246
加須 富士見町 別邸　HANARE 飲食業(創作料理居酒屋) 53-5993
加須 富士見町 湯本鶏肉店 精肉 62-4966
加須 富士見町 キッチンハウス 殿様 飲食業（パスタ、創作料理） 61-3253
加須 富士見町 ㈲ホームファションしまばやし 布団店 61-0856
加須 東栄１ ㈲つじや総合電器 家電 65-3620
加須 東栄２ 彩加 飲食業（日替わり定食、居酒屋） 62-3883
加須 東栄２ ㈲一色製畳工場 畳加工 65-0659
加須 東栄２ 佐渡 飲食業(居酒屋) 61-0073
加須 東栄２ 中村園 緑茶販売 61-2858
加須 東栄２ 松屋菓子舗 和菓子製造販売 61-0248
加須 東栄２ おひさま整骨院 医療機関 53-4780
加須 東栄２ ㈱黒川塗装工業 塗装業 66-2619
加須 東栄２ アルソア　オンブラージュ 化粧品、健康食品 65-6091
加須 東栄２ ヘアーサロンアルト 理容業 65-3000
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加須 東栄２ ローヤルクリーニング クリーニング店 65-2766
加須 東栄２ 産経新聞加須花崎ＳＣ 新聞販売（配達） 65-3080
加須 東栄２ ヘアーサロン　ビビット 美容室 65-6537
加須 東栄１ すし孝 飲食業（寿司） 65-6163
加須 久下１ 美容室ＭＲＫ 美容室 65-3159
加須 久下１ なおかつ 飲食業（とんかつ） 65-1708
加須 久下１ よしもと 飲食業(手打うどん・そば) 66-1122
加須 久下１ 美容室ル・ミュール 美容室 65-8373
加須 久下１ 鉄板焼＆居酒屋　とん平 飲食業 65-5303
加須 久下２ 石蕎庵 飲食業(そば) 65-2221
加須 久下２ 絆月 飲食業 －
加須 久下２ ㈱竹内写真館 写真館 65-3639
加須 久下２ ㈱三笑 介護用品 31-6504
加須 久下２ ALPHAN有限会社 建設 65-7111
加須 久下３ ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ　加須久下店 コンビニエンスストア 65-5957
加須 久下３ ナイトラウンジ樹樹 飲食業 65-1165
加須 久下３ カットサロンスズキ 理容業 65-3651
加須 久下３ ウエルシア加須久下店 ドラッグストア 67-7003
加須 久下３ ㈲野本製畳 畳 65-0644
加須 久下３ ヘアーサロンビリーブ 理容業 65-7766
加須 久下４ 大秀 飲食業（海鮮ダイニング） 65-0193
加須 久下４ ㈱トラベル大和観光 旅客サービス業 65-6511
加須 久下４ シャトレーゼ加須店 洋菓子販売 65-3946
加須 久下５ 吉田屋うどん店 飲食業(手打うどん・そば) 65-6805
加須 久下５ セゾン 美容室 66-3347
加須 久下５ 川島クリーニング クリーニング店 65-5716
加須 久下５ 手作り弁当　島田 食品販売（弁当） 65-1025
加須 久下５ かつきち 飲食業（とんかつ） 65-3427
加須 久下５ 大むら 飲食業（うどん・そば） 65-7285
加須 久下５ 焼鳥　とり福 飲食業（焼き鳥） 66-1887
加須 久下５ ㈲梅沢自動車商会 自動車修理、販売 65-2889
加須 久下５ ㈲長谷川商店「とりげん」 精肉 65-0418
加須 久下５ 中華料理　来集軒　久下店 飲食業（中華） 65-2752
加須 久下５ 美容室　Wiz Heart 美容室 66-1800
加須 久下６ 指圧カイロプラクティック　仁風院 指圧・マッサージ 65-7085
加須 久下６ Bunny×2　(バニーバニー) 食品販売(手造りハンバーガー) 090-9134-5620
加須 久下 そば処こぶし 飲食業(手打うどん・そば) 65-4611
加須 久下 朝日建設㈱ 建設業 65-8255
加須 久下 臺建設㈱ 増改築工事・住宅各種修繕・外装工事他 65-5151
加須 久下 パンダ理容室 理容室 65-7458
加須 久下 ㈱木村農機 農機具販売、修理 67-2611
加須 久下 ㈲久下屋脩兵衛 飲食業(手打うどん・そば) 65-5225
加須 久下 ヘアーランド　加須店 美容業 88-0846
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加須 久下 セブンイレブン　加須久下南店 コンビニエンスストア 65-7577
加須 久下 松沢屋酒店 酒類・食料品 65-6571
加須 不動岡１ 関根畳店 茶・タバコ 61-2800
加須 不動岡１ ㈲スポーツカサモ スポーツ用品 61-0703
加須 不動岡１ ヘアーズ　ロック 理容業 090-1036-4327
加須 不動岡２ ㈲水戸屋金物店 建築金物、電動工具 61-0348
加須 不動岡２ 槍田組 鳶・基礎土工 61-2763
加須 不動岡２ 阿部呉服店 呉服衣料品 61-0210
加須 不動岡２ ヘアーサロン　セキグチ 理容業 61-1787
加須 不動岡２ ㈲鎌田商店　　べっこうや 化粧品・雑貨 61-0611
加須 不動岡２ おうちサポート　コボリ 家電 61-4178
加須 不動岡２ ㈱武蔵屋本店 和菓子製造販売 61-0172
加須 不動岡２ ㈲清見屋 和菓子製造販売 61-0653
加須 不動岡２ ㈲関口金物店 金物販売 61-0621
加須 不動岡２ ジョイフル・スカヤ 酒類・タバコ・食品 61-0039
加須 不動岡２ くろもん理容所 理容業 61-2767
加須 不動岡３ ㈲山田屋荒物店 燃料・雑貨 61-0616
加須 不動岡３ 大宮建設㈱ 建設 61-2026
加須 不動岡３ 青木屋本店 和菓子製造販売 61-0728
加須 不動岡３ 田口美容院 美容室 61-2562
加須 不動岡３ セブン-イレブン加須不動岡３丁目店 コンビニエンスストア 62-2500
加須 不動岡 太郎せんべい本舗 ㈱白鷹食品 煎餅製造小売 61-1045
加須 不動岡 新井建設 建設業 62-2272
加須 岡古井 ㈱エアロック 建設業 61-7701
加須 岡古井 WAVE代行 運転代行・車販売修理・介護タクシー 62-1165
加須 下谷 新井理容 理容業 62-6256
加須 下谷 増田屋商店 酒類・燃料 61-2367
加須 下谷 峯商店 燃料・雑貨 62-6290
加須 大門町 ベスト電器 コバデン加須店 家電・オーディオ 61-0001
加須 大門町 小林京染店 衣料品(呉服) 61-0317
加須 大門町 渡辺メガネ時計店 メガネ・時計 62-3456
加須 大門町 Venti まつ毛エクステ・美容業 ネット予約
加須 大門町 ㈲丸栄食品 (八百善三俣支店) 鮮魚・生鮮食料品 61-0625
加須 大門町 寿司藤 食品販売（寿司） 62-0721
加須 大門町 香山園 飲食業（中華） 62-0213
加須 大門町 セブン-イレブン加須大門町店 コンビニエンスストア 61-7717
加須 大門町 大島庵 飲食業(手打うどん・そば) 61-2597
加須 大門町 (有)吉田自動車鈑金 自動車鈑金塗装 62-7396
加須 大門町 松寿司 飲食業（寿司） 62-5151
加須 大門町 新川 飲食業（お好み焼き） 61-3406
加須 大門町 藤野理容所 理容業 61-3443
加須 大門町 長沼精肉店 精肉 61-3399
加須 大門町 武蔵野洋品店(Lショップ武蔵野) 衣料品（紳士服・婦人服） 61-3429
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地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号

絆サポート券取扱店一覧
令和5年3月末 現在

加須 大門町 ㈲原田光三商店 節句品製造販売 61-0313
加須 大門町 梅沢米店 米穀類 62-1326
加須 大門町 原口被服 被服販売 61-2811
加須 大門町 ㈲木村屋食料品店 食料品 61-0608
加須 大門町 髪サロン　ウメザワ 理容業 61-1304
加須 大門町 登治うどん 飲食業（うどん・そば） 61-0615
加須 大門町 木村農園 農産物 090-5522-2933
加須 大門町 山久 飲食業（うどん・そば） 61-3518
加須 大門町 ウエルシア加須店 ドラッグストア 63-0308
加須 諏訪１ 子亀 飲食業(手打うどん・そば) 62-2876
加須 諏訪１ ㈲平野屋精肉店 精肉 61-2810
加須 諏訪１ 安藤建設 建設業 62-5330
加須 諏訪１ ローソン加須諏訪一丁目店 コンビニエンスストア 62-7180
加須 諏訪２ パサルキッチン 飲食業(レストラン・カフェ) 62-5578
加須 諏訪２ ポーラ　エステイン・エール店 美容業(化粧品) 62-5688
加須 諏訪２ 美容室カームプレース 美容業 62-5770
加須 諏訪２ てるこう 飲食業（和食） 62-4422
加須 諏訪２ はせ川 飲食業（和食、海鮮居酒屋） 62-2783
加須 諏訪２ ヘアーストップハタ 理容業 62-3607
加須 諏訪２ auショップ加須 携帯電話販売 61-7040
加須 諏訪２ 北海道生まれ　和食処とんでん　加須店 飲食業（和食） 62-3671
加須 諏訪２ 沖縄酒家てぃーだ 飲食業(居酒屋) 48-5770
加須 向川岸町 ㈱プロト・デザインハウス 平屋住宅専門店 38-6616
加須 向川岸町 会席ぎゃらりぃ　からん 飲食業(和食・フレンチ) 53-8555
加須 向川岸町 ㈲杉田モータース 自動車販売、整備 61-0704
加須 向川岸町 カゾケンゾー スーパーマーケット 61-0343
加須 睦町１ ㈲日進堂洋品店 洋品・衣料 61-0462
加須 睦町１ ㈲橋本義治商店 米穀類・肥料 61-0559
加須 睦町１ 高田屋 飲食業(うどん・そば) 61-0642
加須 睦町１ ヘアーサロン　オカダ 理容業 61-2952
加須 睦町１ ピーアールボックス ステッカー、看板製作 61-1359
加須 睦町１ ビストロ富士屋 飲食業（洋食） 61-0685
加須 睦町２ ㈲トラサン 総合リフォーム 61-2030
加須 浜町 おのだ耳鼻咽喉科 医療機関 63-3387
加須 浜町 台湾料理　八宝 飲食業（台湾料理） 62-7788
加須 浜町 つかさ 飲食業(手打うどん・そば) 62-3443
加須 浜町 JAほくさい   加須農産物直売所 農産物加工品販売 61-3044
加須 浜町 LA LUNA 飲食業 77-5958
加須 三俣 ｃａfｅ＆ｐａｓｔａ ＮＯＮＡ 飲食業(喫茶) 62-6685
加須 三俣 焼きたてパンの店　エミュウ パン製造販売 61-7221
加須 三俣 不二家　加須店 洋菓子 48-6433
加須 三俣 セブンイレブン加須市役所前店 コンビニエンスストア 63-2022
加須 三俣 ワタナベでんき 家電 62-0111
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地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号

絆サポート券取扱店一覧
令和5年3月末 現在

加須 三俣 ㈲時和自動車 自動車販売、整備 61-3272
加須 三俣 ワークマン加須店 衣料品（作業着） 62-5684
加須 三俣 指圧治療院　縁 指圧、整体施術 61-7066
加須 三俣 ㈲松本石油 ガソリンスタンド 61-2361
加須 三俣 ミシンギャラリー　ブラザー彩北 ミシン小売 62-6408
加須 三俣 Egret 鍼灸整体院 整体院 070-8524-6751
加須 三俣 パール美容室 美容室 62-4931
加須 三俣 シャディサラダ館加須店 贈答品 63-0120
加須 三俣 和食のまつもと 飲食業（和食） 62-6208
加須 三俣 ラーメン一代元加須店 飲食業（ラーメン） 62-2336
加須 三俣 紳士服コナカ加須店 メンズ・レディス・衣料品 63-2303
加須 三俣 ドラッグストアセキ　加須店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 62-8068
加須 三俣 亀力　加須店 飲食業(焼肉ホルモン) 62-8029
加須 三俣 グリルドウッフ 飲食業（洋食） 62-2332
加須 三俣 LOCALM パン製造販売 48-5882
加須 三俣 とりあえず吾平　加須店 飲食業(居酒屋) 63-0311
加須 三俣 焼肉　けむり 飲食業(焼肉) 31-8849
加須 三俣 日本料理いちむら 飲食業（和食） 61-0822
加須 三俣 ラーメン勝ちゃん 飲食業（ラーメン） 62-8088
加須 三俣 美容室Liberty 美容業 63-0113
加須 三俣 ㈲水野機械 各種機械の販売、リース、修理 62-3085
加須 三俣 松月庵 飲食業(手打うどん・そば) 61-3714
加須 三俣 さくら造園 造園業 090-1431-0994
加須 三俣 安農園 農産物 62-1962
加須 三俣 ㈱大川緑地開発 造園業 68-5088
加須 三俣 そば恵 飲食業 44-8661
加須 三俣 美容室pixie 美容業 62-8308
加須 三俣 チャイニーズダイニング　華華 飲食業（中華料理） 53-3019
加須 北小浜 ゴルフパートナー125加須店 ゴルフ用品販売 63-1763
加須 北小浜 ポピー美容室 美容室 62-6289
加須 北小浜 LIFE is ライフスタイルショップ 48-7747
加須 北小浜 志ん賀 飲食業（定食、麺類） 61-7386
加須 北小浜 正能商事 自動車・タイヤ 61-0805
加須 北小浜 ㈲モトスポーツ　スズキ バイク専門店 62-0015
加須 北小浜 家族のイタリアン　集　 飲食業(イタリアンレストラン) 53-9848
加須 北小浜 韓風堂　加須店 飲食業(焼肉) 61-1776
加須 北小浜 ANGELICA 飲食業（カフェ＆ダイニング） 77-4681
加須 北小浜 ダイユーエンタープライズ㈱ 建設 63-0227
加須 北小浜 with life(ウィズライフ) 建設 63-0227
加須 北小浜 (有)浅野工業 屋根・外壁・雨どい工事 61-0838
加須 北小浜 ㈱関根電気工事 電気工事 61-1240
加須 北小浜 セブン-イレブン加須北小浜店 コンビニエンスストア 61-7711
加須 北小浜 ㈱加藤工業 水回り修理、トイレ・浴槽ﾘﾌｫｰﾑ 62-5500
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地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号

絆サポート券取扱店一覧
令和5年3月末 現在

加須 北小浜 食堂カフェ Laugh 飲食業(イタリア料理　カフェ＆喫茶店) 53-5765
加須 北小浜 ㈲安野自動車商会 自動車販売・修理 61-4106
加須 北小浜 豊洲直送　鮪や 飲食業(海鮮食堂) 61-4003
加須 多門寺 小松クリーニング クリーニング店 62-0735
加須 多門寺 株式会社　いずみ寿司 弁当販売 61-3116
加須 多門寺 細渕建設 建設一般 62-1717
加須 北篠崎 加茂薬局 調剤薬局 68-5971
加須 北篠崎 生月酒店 酒類・食料品 68-5002
加須 土手１ 松勘工業株式会社 武道用品・製造販売 61-2211
加須 土手１ 北村理髪店 理容業 61-3377
加須 土手１ ゆき美容室 美容室 61-4180
加須 土手１ ギフト・洋装・たけうち　竹内呉服店 衣料品(呉服・洋品) 61-0124
加須 土手１ ㈲三小間 和菓子製造販売 61-0756
加須 土手１ メガネのアライ メガネ・光学品 61-0583
加須 土手１ 大久薬局 調剤薬局 61-0065
加須 土手１ ㈲つるや 飲食業(手打うどん・そば) 61-0976
加須 土手１ 山田酒店 酒類・タバコ・食品 61-0569
加須 土手１ 酒屋の酒場　和飲家 飲食業 61-0569
加須 土手１ 田村青果店 青果・果物 61-3425
加須 土手２ 東京電化 家電販売 62-2852
加須 土手２ ファミリーサロン・ハッピー 理容業 62-3266
加須 土手２ 美容室ＭＩＸ 美容室 62-2039
加須 土手２ 久喜中央三菱自動車販売㈱ 自動車修理、販売 61-2733
加須 愛宕 麺めんくみ 飲食業（ラーメン） 47-0168
加須 愛宕 ドラッグストアセキ　愛宕店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 63-0200
加須 愛宕 五十嵐塗装工業 塗装 62-5751
加須 馬内 レストラン ニューヒグチ 飲食業（洋食） 61-2890
加須 馬内 BAR HANABI 飲食業（バー） 44-9807
加須 馬内 朝日自動車㈱加須営業所　朝日タクシー 旅客サービス業 61-0840
加須 馬内 アイピーボックス㈲ 印刷・看板企画 61-1339
加須 馬内 有限会社加須住宅設備 LPガス・白灯油関連機器 62-5511
加須 馬内 ㈱岩井商店 酒類・米穀類 61-0460
加須 馬内 加須のおそうじ屋さん　ドリーム・ドア ハウスクリーニング 070-4500-0480
加須 馬内 健康ふれあいセンター　いなほの湯 健康増進施設 63-1126
加須 礼羽 セブン-イレブン加須礼羽店 コンビニエンスストア 61-2655
加須 礼羽 BROWNS 花屋 31-8622
加須 礼羽 プロコンビニ加須店 建設 63-1521
加須 礼羽 韓国創作料理　TAIYO 飲食業(韓国創作料理) 53-4869
加須 大桑 Dog ConcieR HINO（ﾄﾞｯｸﾞｺﾝｼｪﾙﾋﾉ） ドッグホテル 080-3155-4951
加須 大桑 ㈲日野印刷 印刷業 65-2302
加須 南大桑 つかさ分店 飲食業(手打うどん・そば) 65-0555
加須 南大桑 トータルリビングあかさか 寝具・インテリア工事一式 65-1288
加須 南大桑 オートレットKAZO カー用品 67-0708
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地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号

絆サポート券取扱店一覧
令和5年3月末 現在

加須 南大桑 あだち眼科 医療機関 65-5988
加須 南大桑 ラベンダー 園芸・植木・資材 65-7323
加須 南大桑 リカーショツプしらいし　白石商店 酒類・プロパン 65-1525
加須 南大桑 サイクルハウス門井 自転車・自動車 65-0259
加須 南大桑 関井商店 酒類・タバコ・燃料 65-0258
加須 南大桑 フラワーパークセラーム 園芸・植木・資材 65-8787
加須 南大桑 ヘアー＆メイク　Ｓｅｉｃａ 美容室 65-8325
加須 南大桑 ㈱モビリアなかじま カーテン販売 65-2079
加須 南大桑 ㈱プロディスク ユニフォーム製造販売 67-0215
加須 南篠崎２ コスモス南篠崎店 コンビニエンスストア 65-5020
加須 南篠崎２ 佐々木貴金属工芸 貴金属加工・販売 65-3358
加須 南篠崎２ 美容室真弓 美容室 65-3063
加須 南篠崎２ 魚久 鮮魚 65-2804
加須 南篠崎２ ビューティーサロンヴィプラス 訪問散髪・髪染め・出張ネイル 080-3551-0118
加須 南篠崎 ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ　まきしむ 飲食業 65-0532
加須 南篠崎 ヘアーサロンのもと 理容業 65-4478
加須 南篠崎 ㈱杉田塗装 塗装業 65-0750
加須 南篠崎 福田屋酒店 酒類販売 65-1612
加須 南篠崎 やきとり　山ちゃん 飲食業 65-3277
加須 南篠崎 加須インター自動車 自動車修理 65-4406
加須 南篠崎 ㈱三洋物産 漬物、菓子 65-6639
加須 南篠崎 れんがや 飲食業（ステーキ） 65-7468
加須 南篠崎 ㈱中島電気工業 電気・水道工事 65-1727
加須 花崎１ 自然派家庭料理　れすとらん　ぷらいむ 食品販売(家庭料理) 65-5607
加須 花崎１ 花崎居酒屋　いけずキッチン 飲食業（居酒屋） 66-0699
加須 花崎1 ウエルシア　加須花崎店 ドラックストア 76-2080
加須 花崎１ 美容室おしゃれ倶楽部花崎駅前店 美容室 65-7348
加須 花崎1 ローソン加須花崎1丁目店 コンビニエンスストア 67-1800
加須 花崎１ HAIR QUALITY SIESTA 美容室 65-8118
加須 花崎１ ㈱富士薬品ﾄﾞﾗｯｸｾｲﾑｽ花崎店 ドラッグストア 65-7851
加須 花崎１ ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ加須花崎南店 コンビニエンスストア 66-1771
加須 花崎２ 中屋商店 酒類・食料品・プロパン 65-5007
加須 花崎２ はなさき電器 家電 65-2868
加須 花崎４ 食事処　鶴麗 飲食業 38-6667
加須 花崎４ 研心自動車 自動車販売修理 65-5050
加須 花崎４ 理容室　のぼる 理容業 66-1124
加須 花崎４ レストラン細井 飲食業（洋食） 65-3791
加須 花崎４ JOYﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ加須校 パソコン修理販売等 65-2670
加須 花崎北１ カットクラブ咲 理容業 65-5733
加須 花崎北１ はなさき治療院 はり・灸・マッサージ 65-5560
加須 花崎北１ ㈲花みずき 介護福祉サービス 66-1240
加須 花崎北１ ㈲エーデルワイス洋菓子店 洋菓子 31-8933
加須 花崎北１ PU-PU 雑貨・カフェ 44-8725
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絆サポート券取扱店一覧
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加須 花崎北１ アルソア潤 化粧品 65-9575
加須 花崎北１ 寿司居酒屋　和っ花 飲食業（居酒屋） 53-6694
加須 花崎北１ AXIS整体院 整体 48-5760
加須 花崎北 食事処　桂 飲食業（居酒屋） 66-3917
加須 花崎北１ Tialash (ティアラッシュ) まつ毛エクステ・ネイル ネット予約
加須 花崎北１ lnner Beauty Café Myu 飲食業 31-9028
加須 花崎北１ 埼北自動車学校 自動車学校 61-3131
加須 花崎北１ サンドイッチの店　パプリカ 飲食業（調理パン） 65-7470
加須 花崎北３ ドラッグストアセキ　花崎店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 67-0355
加須 花崎北３ メンズヘアークラブ　アルファ 理容業 65-4194
加須 花崎北３ 中国料理　桜華 飲食業(中国料理) 65-5586
加須 花崎北３ 鶏笑　加須花崎店 食品販売(弁当) 99-0176
加須 花崎北4 ヘルスマートさつま 食品販売(自然食品) 66-1671
加須 川口 増田歯科クリニック 歯科医院 66-0418
加須 川口 サロンド・Ｋ 美容業 65-7616
加須 川口 戸枝商店 米穀類・燃料 65-0202
加須 川口 プライベートサロン　mahalo 090-7179-9273
加須 川口１ 田舎そばうどん　　おおはし 飲食業(手打うどん・そば) 65-2933
加須 川口１ サインプラス オリジナルグッズ制作 65-2008
加須 川口２ てむ美容室 美容室 66-3875
加須 川口３ 季恵 飲食業（串揚げ・とんかつ） 66-2533
加須 川口 Belle 美容室 090-4928-8881
加須 川口３ 美容室アゲイン 美容室 66-2623
加須 川口４ 割烹　与作 飲食業（割烹） 65-0428
加須 川口５ 魚菜味 飲食業（割烹） 66-0332
加須 大桑２ ミサ美容室 美容室 65-6418
加須 船越 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ加須船越店 コンビニエンスストア 65-7770
加須 水深 中村屋菓子店　　 菓子小売販売 65-0017
加須 水深 ㈲藤井設備 水道工事 65-0208
加須 水深 小笠原美容室 美容室 66-1682
加須 大室 Ｉｒｉｅ Ｇｏｔ 理容業 66-4225
加須 大室 オステリアバルミーチョ 飲食業(イタリアン料理) 66-3622
加須 大室 ㈲大熊利作商店(〆長) 酒類・食料品 65-2010
加須 大室 こぐま堂 パン・焼き菓子 090-6945-1997
加須 北辻 やさしい味工房　メリーさんち 飲食業 48-5656
加須 北辻 合同会社　鳥海農園 果物農園・直売(イチゴ・シヤインマスカット) 080-7612-9724
加須 北辻 フラワーガーデン萌 園芸・植木 66-3317
加須 北辻 Café Craft 飲食業（カフェ） 090-4759-8501
加須 北辻 蕎麦　匠 飲食業 65-7257
加須 油井ケ島 繭久里カフェ 飲食業 080-3204-9961
加須 常泉 ワークスみぎわ 木工製品 65-1759
加須 南小浜 美容室ラ・ウ・レ・ア 美容 66-3211
加須 ビバモール ジョイナスボウル(旧アイビーボウル加須) ボウリング場 53-6607
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加須 ビバモール バースディ　ビバモール加須店 出産準備～ジュニアサイズ　衣料品等販売 53-8585
加須 ビバモール ㈱染谷クリーニング　ビバモール店 ドライクリーニング 66-0434
加須 ビバモール しまむら　ビバモール加須 衣料品等販売 67-2030
加須 ビバモール シュープラザ　ビバモール加須店 靴販売 67-2055
加須 下高柳 M's ONE AUTO STAGE 自動車販売・板金・修理 070-6983-6780
加須 下高柳 アローロカフェ 飲食業（カフェ） 48-6123
加須 下高柳 相馬 飲食業 090-4951-9371
加須 下高柳 バーンタイ タイ古式マッサージ 77-5047
加須 下高柳 石井商店 酒類・食料品・プロパン 65-2721
加須 下高柳 田村種苗園 種苗 62-1371
加須 下高柳 やすらぎの部屋　おざわ 理容業 65-3517
加須 下高柳 中村動物病院 医療機関(動物) 65-2655
加須 下高柳 ㈲シンコーエンジニアリング 自動車整備 76-0234
加須 下樋遣川 寺田鮮魚店 鮮魚 68-5254
加須 下樋遣川 するが園 茶・茶器 68-5237
加須 下樋遣川 (有)真下自動車販売整備 自動車販売整備 68-5500
加須 下樋遣川 ㈲荒井商店 荒清支店 呉服・洋品・寝具 68-5673
加須 下樋遣川 柿沼酒店 酒類・食料品 68-5255
加須 下樋遣川 横村理容 理容業 68-6572
加須 下樋遣川 かわせみ接骨院 接骨院 68-5198
加須 町屋新田 本陣 飲食業（うどん・そば） 68-5308
加須 上樋遣川 田部井バラ園 バラ・生花・米（限定） 68-5139
加須 上樋遣川 ㈲さなだクリーニング クリーニング店 68-6750
加須 中樋遣川 ㈲あまがさ 飲食業（割烹、仕出し） 68-5739
加須 中樋遣川 シュロッセ ペットカフェ及びペットホテル 53-9391
加須 戸川 新川うどん店 飲食業(手打うどん・そば) 68-4200
加須 戸川 ラーメンショップ　羽生インター店 飲食業（ラーメン） 68-3303
加須 志多見 アルソア縁 化粧品 61-5360
加須 志多見 松の木 飲食業(手打うどん・そば) 61-5626
加須 志多見 ㈲日の出屋 酒類・タバコ・食品 61-5308
加須 志多見 加須バッティングセンター バッティングセンター 61-5925
加須 志多見 加須フットサルパーク フットサルパーク 64-1251
加須 志多見 まつむらパン店　 パン・洋菓子製造販売 61-5348
加須 志多見 ヘアースタイリストサロン　オビツ 理容業 61-5480
加須 志多見 ㈱斎徳商店志多見ＳＳ ガソリンスタンド 61-0309
加須 志多見 ㈲辻九 飲食業(手打うどん・そば) 62-6390
加須 志多見 ㈱ニュー加須 ガソリンスタンド 61-3087
加須 志多見 小島美容室 美容室 61-2331
加須 志多見 KOO’S　ESTHE エステティックサロン 61-2020
加須 志多見 緑の中のファミリーランド　むさしの村 遊園地 61-4126
加須 平永 ホビーファーム平永 農産物（ｲﾁｼﾞｸ･ﾎﾝﾓﾛｺ･ｷﾝｷﾞｮ・ﾒﾀﾞｶ） 61-5316
加須 平永 ㈲早川農場 農産物 61-5263
加須 串作 ㈱オートセンター田沼 自動車販売、整備 61-5711
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令和5年3月末 現在

加須 串作 理容　根来 理容業 61-5371
加須 串作 ビューティサロンまつもと 美容室 61-5465
加須 大越 玄蕃ファーム 飲食業(カフェ) 69-1231
加須 大越 八百富商店 菓子・食料品 68-6256
加須 大越 ㈲黒田自動車商会 販売修理 68-4554
加須 大越 寺田鮮魚店 鮮魚 68-6458
加須 大越 松葉屋 飲食業(手打うどん・そば) 68-6408
加須 大越 田上精肉店 精肉 68-5529
加須 大越 アサヤ自動車整備工場 自動車整備 68-6127
加須 大越 渡辺商店 食料品 68-6612
加須 大越 ワカキ理容 理容業 68-4132
加須 大越 堀越酒店 酒類・食料品 68-6505
加須 外野 ㈱彩北自動車整備工場 自動車整備業 68-4812
加須 外野 ㈲荒清商店 呉服・洋品 68-6108
加須 外野 ㈱広瀬電器 家電・オーディオ 68-6306
加須 外野 ㈱ナカザワ 肥飼料 68-6203
加須 外野 セブンーイレブン加須外野店 コンビニエンスストア 68-3108
加須 大越 松本精米所 プロパンガス 68-6171
加須 南羽生 S・ココ・トコ 飲食業(レストラン) 048-560-5003
騎西 一丁目 おしゃれの店　彩美 衣料品 73-5450
騎西 一丁目 ㈲木村竹材店 竹材販売 73-0210
騎西 一丁目 齊藤糧穀㈱ 米穀卸販売 73-3267
騎西 一丁目 かめや酒店 酒類・食料品・贈答品 73-0073
騎西 一丁目 ㈲大和屋商店 酒類 73-0035
騎西 一丁目 増田牛乳店 牛乳 73-0213
騎西 一丁目 えはら電化サービス 家電品販売 73-0364
騎西 一丁目 JAほくさい   騎西農産物直売所 農産物加工品販売 73-6776
騎西 一丁目 ドラッグストアセキ　騎西店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 70-1600
騎西 一丁目 江黒商店 荒物雑貨 73-0124
騎西 一丁目 清水製麺 製麺 73-0114
騎西 一丁目 ㈲谷山硝子店 板硝子・ｱﾙﾐｻｯｼ販売施工 73-0552
騎西 一丁目 森田クリーニング店 クリーニング店 73-2247
騎西 一丁目 カットクラブ　ジャック＆ベティー 理・美容室 73-0393
騎西 一丁目 入江美容室 美容室 73-0125
騎西 一丁目 ㈲エイチ・アイ・エフ 衣料品 73-3375
騎西 一丁目 美容室　たかせ 美容室 73-4500
騎西 一丁目 あじ庵 飲食業 73-3515
騎西 一丁目 若　お好み焼き 飲食業(お好み焼き) 73-6768
騎西 一丁目 けやき寿司 飲食業(寿司) 73-8866
騎西 一丁目 Hair Beauty N 美容室 73-2449
騎西 二丁目 ㈲田島住宅設備 上下水道及管工事 73-0152
騎西 二丁目 ﾌｧｯｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ中屋 衣料品(洋品) 73-0044
騎西 二丁目 でんきのいとう 家電品 73-0186
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騎西 二丁目 ㈲光画堂 写真館・DPE・各種ｶﾒﾗ 73-3357
騎西 二丁目 くすりの斉藤 調剤薬局 73-0007
騎西 二丁目 ㈲内田農機具店 農機具・家庭金物 73-0061
騎西 二丁目 釜屋　清酒力士 酒類製造 73-1234
騎西 二丁目 東京クリーニング クリーニング店 73-0367
騎西 二丁目 美容室ポレール 美容室 73-7388
騎西 二丁目 騎西タクシー㈲ タクシー 73-1339
騎西 二丁目 たに山 飲食業 73-3973
騎西 二丁目 ﾏﾙｻﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ　わたや 食料品 73-1058
騎西 二丁目 ㈱丸武騎西店  (まるたけ) スーパーマーケット 73-3548
騎西 二丁目 ㈲かぎや金物店 建築・家庭用金物販売 73-0025
騎西 三丁目 ㈲嶋村米穀店 LPガス・灯油販売 73-0159
騎西 三丁目 須永商店 鶏肉・鶏卵 73-0016
騎西 三丁目 ㈲富田商店 自転車 73-0008
騎西 三丁目 池ノ谷燃料店 各種燃料・ガス器具 73-1008
騎西 三丁目 けい鍼灸(はりきゅう)治療院 鍼灸 53-7702
騎西 三丁目 Hair salon INOUE 理容業 73-3468
騎西 三丁目 理容室キムラ 理容業 73-0520
騎西 三丁目 ㈲関根モータース 自動車修理販売 73-0055
騎西 三丁目 五十嵐クリーニング商会 クリーニング業 73-2469
騎西 三丁目 鳥畔 食品販売(仕出し・季節料理) 73-4485
騎西 三丁目 千津井商店 米穀・米菓材料卸販売 73-1001
騎西 三丁目 吉田時計店 時計・メガネ 73-0010
騎西 三丁目 大岡自動車整備工場 自動車整備 73-1195
騎西 三丁目 北海道ラーメン 飲食業(ラーメン) 73-0155
騎西 三丁目 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　角屋騎西店 コンビニエンスストア 73-1141
騎西 三丁目 (有)岡安製麺所 飲食業(うどん【製造・小売り】) 73-0101
騎西 三丁目 セブンイレブン加須騎西店 コンビニエンスストア 73-2233
騎西 三丁目 ㈲もりた薬局 調剤薬局 73-2308
騎西 三丁目 花のあずさ園 生花 73-7387
騎西 三丁目 金久保塗装 建設業 73-0396
騎西 外川 サンコートラベル 旅行業 73-5800
騎西 下崎 ㈲うなぎ荒川 飲食業(鰻・天ぷら・割烹) 73-2108
騎西 上崎 松井産業㈲ 製麺 73-0130
騎西 内田ケ谷 bestever 手作りせっけん教室 090-6032-3220
騎西 内田ヶ谷 すし四季膳 飲食業(寿司) 73-5148
騎西 内田ヶ谷 ㈱木のかほり 建設業 38-6942
騎西 外田ヶ谷 栄屋 菓子製造販売 73-1488
騎西 外田ヶ谷 岡田モータース 自動車販売修理 73-0408
騎西 道地 セブンイレブン騎西道地店 コンビニエンスストア 73-2899
騎西 道地 正三郎 飲食業 73-5092
騎西 道地 細井モータース 自動車販売修理 73-4353
騎西 道地 藤間酒店 酒類 73-0190
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騎西 道地 ㈲内藤石油 ガソリンスタンド 73-0269
騎西 中種足 やきとり　菊ちゃん 飲食業 73-8535
騎西 中種足 自家焙煎珈琲豆屋　Rin 珈琲豆販売 38-6623
騎西 中種足 渡辺商店 食料品・文房具 73-0293
騎西 中種足 河端自動車 自動車修理・販売 73-3821
騎西 上種足 IWASAKI設備 上下水道工事 73-7479
騎西 上種足 相原輪業 自転車・バイク 73-0481
騎西 上種足 栗原農機具店 農業用機械 73-0088
騎西 上種足 埼玉化工石川花火店 花火販売 73-0262
騎西 上種足 すしの川島屋 食品販売(すし) 73-0087
騎西 上種足 ヘアーサロンシミズ 理容業 73-0483
騎西 上種足 中華森田 飲食業(中華料理) 73-5099
騎西 戸室 ヘアーサロン　アスカ 理容業 73-1743
騎西 西ノ谷 田中看板工業 看板業 73-0138
騎西 鴻茎 関口外装 外装塗装 090-3238-1932
騎西 鴻茎 理容関根 理容業 73-1554
騎西 鴻茎 BB(ﾍｱｰ＆ｴｽﾃ） 理容業 73-0870
騎西 鴻茎 らーめんハウス 飲食業(ラーメン) 73-3974
騎西 鴻茎 スター理容騎西店 理容業 73-1820
騎西 鴻茎 深山 飲食業(そば・うどん) 73-8970
騎西 牛重 (有)乗附美建 塗装防水工事 73-1746
騎西 牛重 くりでん 家電販売 73-2919
騎西 牛重 野本自動車 自動車整備 73-1283
騎西 根古屋 和菓子の美よ志 和菓子製造販売 73-0212
騎西 根古屋 ｳｴﾙｼｱ騎西根古屋店 ドラッグストア 73-8308
騎西 根古屋 長浜モータース 自動車整備販売 73-1068
騎西 根古屋 藤ろう 飲食業（らーめん） 38-6806
騎西 根古屋 ㈲Hair＆Face　m-Club 美容室 73-1998
騎西 根古屋 山崎整骨院デイサービスセンター 介護福祉サービス 73-7720
騎西 上高柳 細田商店 酒類・食料品・LPガス・灯油 73-0369
騎西 上高柳 羽鳥食品 食料品 73-1424
騎西 上高柳 小沢サイクル 自転車 73-2146
騎西 上高柳 杉田電設 電気工事・家電品販売 73-5352
騎西 上高柳 ビーズカフェ済生会加須病院店 飲食業(カフェ) 31-7746
騎西 上高柳 ローソン済生会加須病院店 コンビニエンスストア 31-8901
騎西 日出安 ㈲島村商店 肥料・ＬＰＧ 73-0171
騎西 日出安 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ騎西日出安店 コンビニエンスストア 73-3223
騎西 日出安 斉藤自動車㈲ 自動車整備販売 73-3036
騎西 日出安 辰奴観光社 旅行斡旋業 73-0512
騎西 正能 ㈱富士薬品ﾄﾞﾗｯｸｾｲﾑｽ騎西店 ドラッグストア 73-6328
騎西 正能 ラーメン　タロー 飲食業(ラーメン) 73-1981
騎西 正能 天ぷら　松栄 飲食業 73-4888
騎西 正能 (株)野本鉄工建設 総合建設 73-0082
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騎西 戸崎 ㈲富士会館 食品販売(宴会・料理・仕出し) 73-3085
北川辺 小野袋 アドバーンスオート 自動車整備 0280-62‐5888
北川辺 小野袋 かたやま 日本･中華料理店 0280-62‐0773
北川辺 小野袋 道の駅かぞわたらせ(きたかわべ) 道の駅 0280-62-5555
北川辺 小野袋 山口商店 (山口肉店) 各種食料品小売業 0280-62‐2035
北川辺 飯積 明寿屋商店 燃料小売業 0280-62‐2318
北川辺 飯積 理容　新井 理容業 0280-62-1182
北川辺 麦倉 菅沼商店 各種食料品小売業 0280-62‐1233
北川辺 麦倉 コーバン商店 日用品・雑貨・履物 0280-62‐2117
北川辺 麦倉 セブンイレブン北川辺麦倉店 コンビニエンスストア 0280-62‐3547
北川辺 麦倉 田中屋豆腐店 豆腐製造 0280-62‐1256
北川辺 麦倉 寿司勝 飲食業(すし) 0280-62‐2567
北川辺 麦倉 純手打ちそば　山盛 飲食業(そば・うどん) 0280-62-1829
北川辺 麦倉 石川商店 各種食料品小売業 0280-62‐1832
北川辺 麦倉 一兆 飲食業(ラーメン) 0280-62-3064
北川辺 麦倉 いのうえ整骨院 整骨院 0280-23-5253
北川辺 麦倉 ドラッグストアセキ　北川辺店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 0280-61-2360
北川辺 柳生 ヘアーサロン ワダ 理容業 0280-62‐0348
北川辺 柳生 そば処　やまもと 飲食業(そば) 0280-62‐1931
北川辺 柳生 「手作りパン工房」さんぽみち パン製造小売業 0280-62‐0938
北川辺 柳生 山口美容室 美容業 0280-62-0039
北川辺 柳生 セレモニーホール北川辺 葬祭業 0280-62‐4611
北川辺 柳生 うなぎ丸一 飲食業(うなぎ) 0280-62-2016
北川辺 柳生 ストアーかきぬま 各種食料品小売業 0280-62‐2037
北川辺 柳生 新井商店 各種食料品小売業 0280-62‐2025
北川辺 柳生 御菓子司せきね 菓子製造 0280-62‐0002
北川辺 柏戸 ﾚｺｰﾄﾞﾗｲﾌﾞﾗﾘ & ｶﾌｪｰ ｼｬﾑﾛｯｸ 飲食業(喫茶) 0280-62‐3231
北川辺 向古河 割烹 うおり 飲食業(和食) 0280-62‐2510
北川辺 向古河 JAほくさい  北川辺農産物直売所 農産物加工品販売 0280-62-3636
北川辺 向古河 Hair Park Ｒ２ 理容業 0280-62‐5085
北川辺 向古河 あさひや商店 各種食料品小売業 0280-62‐1877
北川辺 向古河 ヘアースタジオ　ＩＳＯ 理容業 0280-62-0678
北川辺 向古河 ㈲鈴木養魚場 魚加工 0280-62‐1151
北川辺 向古河 HAIR CLUB Jun 理容業 0280-62‐0622
北川辺 向古河 セブンイレブン北川辺向古河店 各種食料品小売業 0280-62‐4577
北川辺 向古河 田島米店 米小売 0280-62-2203
北川辺 駒場 喫茶ちょっくら　たかはし 飲食業(喫茶) 0280-62‐0596
北川辺 駒場 美容室マリヤージュ 美容室 0280-62‐3718
北川辺 栄 小林酒店 各種食料品小売業 0280-62‐1649
北川辺 栄 小林商店 各種食料品小売業 0280-62‐1387
北川辺 栄 ㈲近藤自動車整備工場 自動車販売、整備 0280-62-2759
北川辺 栄 藤木畳店 畳製造業 0280-62-1746
北川辺 伊賀袋 みかん美容室 美容院 0280-66-9360
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大利根 旗井 ㈱ヒロセ 家電販売、電気工事業 72-2452
大利根 旗井 まるしばデザイン 広告デザイン・WEBデザイン 080-9332-4188
大利根 旗井 エネテック　カワシマ ｶﾞｽ・石油等販売業 72-2239
大利根 旗井 籠宮商店 ｶﾞｽ･ｶﾞｿﾘﾝ等販売業 72-2021
大利根 旗井 カワセ理容室 理容業 72-5550
大利根 旗井 剱持洋服店 洋服仕立業 72-2380
大利根 旗井 たけ美食堂 飲食業 72-2275
大利根 旗井 つるみや商店 菓子・雑貨等販売業 72-2406
大利根 旗井 手作り工房  ＰＡＮの笛 パン製造販売業 72-8677
大利根 旗井 Ｄｏｌｐｈｉｎ 美容室 72-7807
大利根 旗井 ﾍｱｰｻﾛﾝ　エモリ 理容業 72-2044
大利根 旗井 ﾍｱｰｻﾛﾝ　なかじま 理容業 72-2747
大利根 旗井 手打ちそば　はぎの 飲食業 72-6288
大利根 旗井 ㈲金屋自動車 自動車修理・販売 72-2040
大利根 旗井 林輪業 自転車修理販売業等 72-2757
大利根 旗井 はちみつヘアーサロン 美容室 72-6628
大利根 旗井 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ加須旗井西店 コンビニエンスストア 72-8711
大利根 旗井 善平寿し 飲食業(すし) 72-2211
大利根 旗井 巻き爪ケアSmile 巻き爪ケア 72-7517
大利根 新川通 沼田(戸笈川魚店) 川魚販売業 72-3680
大利根 新川通 壱企画（はなきかく） 米販売業 72-4512
大利根 外記新田 ストロベリーフィールズ　ナカヤマ 農作物（いちごハウス） 080-5899-1715
大利根 外記新田 大竹工務店 建設業 72-2398
大利根 弥兵衛 （株）大利根造園 造園業 72-5536
大利根 弥兵衛 たがみオーキッド カトレア・胡蝶蘭生産直売 72-2557
大利根 弥兵衛 加納畳店 畳店 72-2533
大利根 弥兵衛 加納商店 食料品・雑貨等販売業 72-4328
大利根 弥兵衛 エミネンスプラクティック　整体やぐち カイロプラクティック 72-8844
大利根 佐波 道の駅農業創生センター 【㈱米米倶楽部】 食料品販売・飲食業 72-2111
大利根 細間 ｶｯﾄｻﾛﾝ　Ｔ－ＷＡＶＥ 美容室 72-7874
大利根 細間 金子商店 食料品・雑貨等販売業 72-2622
大利根 細間 かきや 食料品販売業等 72-2625
大利根 細間 小林水道 管工事業 72-3034
大利根 琴寄 （株）大塚建設 建設業 72-2977
大利根 琴寄 （有）小林電気工事 電気工事業 72-2971
大利根 琴寄 FOUR NINE CLEANING ハウスクリーニング 070-1370-0828
大利根 琴寄 青鹿造園工業 造園業 72-1314
大利根 琴寄 セブンイレブン　加須琴寄店 コンビニエンスストア 78-1700
大利根 道目 ローソン大利根道目店 コンビニエンスストア 72-7480
大利根 北下新井 ドラッグストアセキ　北下新井店 化粧品、医薬品、日用雑貨、食品 72-6600
大利根 北下新井 くりはし動物病院 動物病院 78-1011
大利根 北下新井 リライフ鍼灸整骨院 鍼灸整骨院 30-6107
大利根 北下新井 ファミリーダイニング　ミント 飲食業（中華料理） 090-5192-6888
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大利根 北下新井 HUG WOOD パン製造販売 48-6261
大利根 北下新井 鳥海塗装 塗装業 72-5118
大利根 北下新井 中央自動車工業 自動車販売、修理業 72-2483
大利根 北下新井 ㈲田村モータース 自動車修理、販売 72-2180
大利根 北下新井 ㈱ＡＮＧＥＬ 自動車販売 31-7702
大利根 北下新井 梅店 食料品・雑貨販売業等 72-3808
大利根 北下新井 大利根クリーニング商会 クリーニング店 72-2365
大利根 北下新井 ぐんだな　中島商店 食料品・雑貨等販売業 72-3056
大利根 北下新井 （有）小林商店 米小売・精米業 72-2759
大利根 北下新井 志乃美容室 美容室 72-3309
大利根 北下新井 大衆食堂　三平 飲食業 72-1058
大利根 北下新井 たびや　大塚商店 食料品・雑貨販売業等 72-2758
大利根 北下新井 中島商店 食料品・雑貨販売業等 72-2064
大利根 北下新井 髪工房　悠 理容業 72-7165
大利根 北下新井 中華料理　美楽苑 飲食業(中華料理) 78-0388
大利根 北下新井 ㈱サン旅行センター 旅行業 72-3232
大利根 北下新井 café ＆　zakka mt. 飲食業(café) 44-8127
大利根 北下新井 大利根タクシー㈲ 旅客サービス業 72-3148
大利根 北平野 田口デンキ 家庭電気製品販売業 72-2356
大利根 北平野 ㈲鳥海清人商店 　ガソリンスタンド ｶﾞｿﾘﾝ・石油販売業 72-3174
大利根 北平野 みょうとうどん 飲食業(うどん) 77-0049
大利根 北平野 ㈱中村製畳 畳床・畳制作 72-3027
大利根 北平野 青鹿商会 自動車販売修理業 72-2792
大利根 北平野 セブンイレブン加須北平野店 コンビニエンスストア 72-7850
大利根 間口 きくや 食料品販売業等 72-2056
大利根 間口 サロン・ド・イーグル 理容業 72-2148
大利根 間口 パン工房　ｋｏｍｕｇｉ パン製造販売 44-9919
大利根 北大桑 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ＯＨＳＨＩＫＡ 理容業 72-2668
大利根 北大桑 塚越商店 食料品・雑貨販売業等 72-3169
大利根 北大桑 （有）鳥海商店 ｶﾞｿﾘﾝ・食料品・雑貨販売業 72-3013
大利根 北大桑 くりの木加須店 飲食業（ラーメン） 72-7766
大利根 北大桑 手打ちそば　八州 飲食業(そば) 72-5480
大利根 北大桑 吉田商店 食料品・雑貨等販売業 72-4646
大利根 北大桑 ばんどう太郎加須店 飲食業(ファミリーレストラン) 53-9851
大利根 北大桑 （有）真中製畳工業 畳製造業 72-3015
大利根 北大桑 たまご食堂 飲食業(卵料理) 72-1630
大利根 北大桑 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大利根北大桑店 コンビニエンスストア 72-6577
大利根 阿佐間 小川酒店 酒類・食料品等販売業 72-2024
大利根 阿佐間 しまだ 洋品・雑貨等販売業 72-3012
大利根 阿佐間 ﾍｱｰｻﾛﾝ　chou-chou 美容室 72-4406
大利根 阿佐間 吉田寝具店 寝具販売業 72-3002
大利根 阿佐間 ㈲内山自動車 自動車整備、板金塗装 72-3335
大利根 阿佐間 田中園芸 ｼｸﾗﾒﾝ生産直売 72-4401
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大利根 杓子木 （有）大竹ガラス建窓 建具・ガラス工事業等 72-3073
大利根 杓子木 Ｙショップ　吉田商店 食料品・雑貨等販売業 72-4069
大利根 杓子木 野村商店 ガス・肥料・農薬　他 72-3038
大利根 杓子木 ㈲ウチダ 米・そば粉・小麦粉の販売 72-3021
大利根 杓子木 （有）ソミヤ電気 電気工事業 72-3070
大利根 杓子木 株式会社ヤマグチ加須営業所 水道工事業 72-6016
大利根 杓子木 吉羽肥料店 肥料等販売業 72-4037
大利根 杓子木 わらや(笑家) 飲食業 72-1519
大利根 松永新田 しのざき理容店 理容業 72-3161
大利根 新利根 十勝甘納豆本舗　大利根店 和菓子製造販売 72-6466
大利根 久喜市 割烹食事処　酒田 飲食業 52-6988
大利根 (合同)彩北清掃社 浄化槽管理・清掃 72-3281
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