
赤字はチラシ未掲載事業所
№ 地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号 所在地
1 加須 中央１ こいのぼり焼　海 こいのぼり焼き 62-2526 中央1-1-15　加須マイン2F
2 加須 中央１ 加須タクシー㈱ 旅客サービス業 61-0200 中央1-5-2
3 加須 中央１ ㈲小松ベーカリー パン・洋菓子製造販売 61-0531 中央1-5-21
4 加須 中央１ うなぎの店浜清  ㈲浜清 飲食業（鰻・川魚） 61-0053 中央1-7-4
5 加須 中央１ アイビーボウル加須 ボウリング場 62-5516 中央1-7-19
6 加須 中央１ 理容イワサキ 理容業 61-3353 中央1-7-34
7 加須 中央１ ㈲サンワ 包装資材卸小売 61-0844 中央1-7-40
8 加須 中央１ 焼肉ダイニング加須園 飲食業 61-4197 中央1-7-45
9 加須 中央１ 金宝堂 時計・メガネ・宝飾品 62-7676 中央1-7-47
10 加須 中央１ ㈲田辺スポーツ スポーツ用品 62-6465 中央1-7-47
11 加須 中央１ のみくい処　さえき 居酒屋 53-8115 中央1-7-47
12 加須 中央１ 海鮮酒房せんりょう 飲食業（居酒屋） 61-8139 中央1-7-50
13 加須 中央１ おしゃれの館ミッキー  ミッキー理容 理容業 61-0551 中央1-7-55
14 加須 中央１ 加須駅前接骨院 接骨院 61-0898 中央1-7-56
15 加須 中央１ ㈲ビューティショップむかわ 化粧品 61-1010 中央1-7-59
16 加須 中央１ 原田文具 事務用品・文房具 61-3352 中央1-8-28
17 加須 中央１ ノーブル   ㈲須田 洋品 61-0337 中央1-8-31
18 加須 中央１ かつゐ美容室 美容室 62-4812 中央1-9-24
19 加須 中央１ かし亀 飲食業（ラーメン） 62-1408 中央1-10-8
20 加須 中央１ 山崎生花店 生花 61-4893 中央1-10-11
21 加須 中央１ 吉野屋 手打うどん・そば 61-0532 中央1-11-23
22 加須 中央１ ㈲西河酒店 酒類・食料品 61-0352 中央1-11-44
23 加須 中央1 たかのチェーン加須店 和菓子製造販売 61-4461 中央1-11-45
24 加須 中央１ 加藤菓子店 菓子卸小売 61-0450 中央1-12-23
25 加須 中央１ 岡安堂 和菓子製造販売 61-3441 中央1-12-25
26 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 中央1-12-36
27 加須 中央１ ジーンズカジュアル ポケット 衣料品（ジーンズ） 62-7053 中央1-12-40
28 加須 中央１ ㈲美容室サロンドペペ 美容室 62-7328 中央1-12-40
29 加須 中央１ 梅月堂 和菓子製造販売 61-0377 中央1-12-43
30 加須 中央１ ファミリア・コバヤシ 呉服・洋品 62-0121 中央1-13-17
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31 加須 中央１ 鳥海寝具店 寝具 61-0145 中央1-13-22
32 加須 中央１ お茶　斎藤園 茶・海苔 61-0461 中央1-13-23
33 加須 中央１ あずさわ化粧品店 化粧品 61-0474 中央1-14-6
34 加須 中央１ ㈱富三堂老舗 和菓子製造販売 61-1111 中央1-14-6
35 加須 中央１ ㈱千葉工務店 建設業 61-0305 中央1-14-17
36 加須 中央１ ㈲石川荒物店 荒物・日用品 61-0518 中央1-15-15
37 加須 中央２ スクールショップ日大 衣料品 61-0388 中央2-2-8
38 加須 中央２ コーヒーイン千珈多 喫茶 61-0436 中央2-2-10
39 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 中央2-4-3
40 加須 中央２ 一真壽志 飲食業（寿司） 62-6163 中央2-4-9
41 加須 中央２ 総合リサイクルエコマート地球家族 リサイクルショップ（家電・工具等） 63-1139 中央2-4-28
42 加須 中央２ アルプス美容院 美容室 61-3735 中央2-5-3
43 加須 中央２ トイショップやざわ 玩具 62-0001 中央2-5-26
44 加須 中央２ ㈲菊永電器商会 家電 61-0847 中央2-5-30
45 加須 中央２ 銀鐘堂 時計・メガネ 61-2274 中央2-5-32
46 加須 中央２ 彩くる 自転車修理販売 48-6458 中央2-6-20
47 加須 中央２ 寿司割烹うおのぶ 飲食業（寿司） 61-0351 中央2-6-26
48 加須 中央２ こぶや菓子センター 菓子卸小売 61-0353 中央2-7-9
49 加須 中央２ デントリペア若林 自動車修理 62-7969 中央2-7-24
50 加須 中央２ お好み焼　やおぜん 飲食業（お好み焼き） 61-3331 中央2-7-29
51 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 中央2-7-38
52 加須 中央２ 町田印刷 印刷 61-0430 中央2-8-1
53 加須 中央２ HAIR　SALON　YONEYAMA 理容業 61-3284 中央2-8-27
54 加須 中央２ マスゴ　大和薬局㈱ 薬局 61-0055 中央2-10-8
55 加須 中央２ ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝ　ﾗｲｶ 衣料品小売 61-0254 中央2-10-8
56 加須 中央２ フラワーショップ サイトウ 生花 62-7322 中央2-10-8
57 加須 中央２ ㈲ブックセンターやまと 書籍 62-1211 中央2-10-9
58 加須 中央２ café&DINING BAR Tomoe 飲食業（洋食） 61-0155 中央2-10-12
59 加須 中央２ 眼鏡・補聴器専門店　メガネのカワノベ メガネ 62-0248 中央2-10-13
60 加須 中央２ 中央食堂 手打うどん・そば 61-0319 中央2-10-13
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61 加須 中央２ ビューティガロ　加須店 美容業 62-5567 中央2-10-15
62 加須 中央２ ㈲とみだや呉服店 呉服 61-0032 中央2-10-17
63 加須 中央２ ㈲坪井生花店 生花 61-2660 中央2-10-23
64 加須 中央２ ＳＯＬＥ　ＳＵＲＦ（ソール　サーフ） サーフショップ 61-8181 中央2-11-4
65 加須 中央２ ㈲松坂屋 衣料品（婦人服） 61-0029 中央2-11-32
66 加須 中央２ 斎藤商店 タバコ・雑貨 61-0716 中央2-12-16
67 加須 中央２ ㈲肉のはせがわ 精肉 61-0446 中央2-12-22
68 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 中央2-12-28
69 加須 本町 恵比寿家 手打うどん・そば 61-0201 本町2-33
70 加須 本町 ヘアーサロンヒライ 理容業 62-0632 本町3-24
71 加須 本町 赤城屋 手打うどん・そば 62-0658 本町4-1
72 加須 本町 八百専 食料品 61-0206 本町4-17
73 加須 本町 野本美容院 美容室 61-0402 本町5-18
74 加須 本町 ㈱伊勢屋金物店 金物販売 61-0107 本町6-2
75 加須 本町 ㈲富士商会 クリーニング 61-0555 本町6-21
76 加須 本町 岡野輪店 自転車販売・修理 61-3297 本町7-1
77 加須 本町 廣井写真館 写真撮影 61-0257 本町7-3
78 加須 本町 あずさ園 生花 62-0285 本町7-4
79 加須 本町 ｎ、ｄｏｕｅｒ 美容室 61-3590 本町7-10
80 加須 本町 下総屋茶舗 茶・茶器・海苔・茶道具 61-0215 本町7-11
81 加須 本町 柄自慢でやま 呉服 61-0128 本町7-12
82 加須 本町 学生・紳士婦人衣料　正札堂 衣料品（紳士服・婦人服） 61-0138 本町7-13
83 加須 本町 ㈱えはら 呉服 61-0365 本町7-19
84 加須 本町 堀越糸店 毛糸・手芸品 61-0414 本町7-20
85 加須 本町 野本園茶舗 茶・海苔 61-0108 本町8-6
86 加須 本町 新井家菓子店 和・洋菓子製造販売 61-0230 本町8-6
87 加須 本町 ファッションサロンチューオー 衣料品（婦人服） 61-0552 本町8-16
88 加須 本町 ㈲渋川商店 日用品・雑貨・燃料 61-0421 本町9-5
89 加須 本町 宴処とみい 飲食業 62-7998 本町9-6
90 加須 本町 鳥幸肉店 精肉 61-2998 本町10-8
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91 加須 本町 ㈲粕壁屋商店 陶器・漆器・硝子器 61-0148 本町12-28
92 加須 本町 シャモニー ゴルフショップ 61-2375 本町12-35
93 加須 本町 浅間下福田屋 和・洋菓子製造販売 61-0256 本町12-37
94 加須 本町 ㈱カサモ関口商店 文房具・事務機 61-0041 本町12-41
95 加須 本町 ㈲小林時計店 時計・メガネ 61-0760 本町12-45
96 加須 本町 岡村靴店 靴、履物 61-2490 本町12-46
97 加須 本町 ㈲増田商店 籐製品 61-4007 本町12-46
98 加須 本町 ㈱柏屋本店 楽器・レコード 61-0204 本町13-27
99 加須 本町 ㈱明石屋 酒類・食料品 61-0158 本町14-5
100 加須 本町 ㈱石塚繊維 呉服・小売 61-0648 本町8-10
101 加須 元町 魚進 鮮魚 61-0942 元町6-20
102 加須 元町 寿司　三勝 飲食業（寿司） 61-2255 元町8-8
103 加須 元町 丸茂食品マート 食料品 61-0359 元町8-11
104 加須 元町 中国料理　天鳳飯店 飲食業（中華） 61-3886 元町8-12
105 加須 元町 ㈲来集軒(元町店） 飲食業（中華） 61-0143 元町8-17
106 加須 元町 鮨・梅とし 飲食業（すし） 62-2525 元町9-11
107 加須 元町 サロンド　コア 美容業 62-1281 元町10-41
108 加須 南町 えるむ美容室 美容業 62-3886 南町5-36
109 加須 南町 炭火焼肉かりん 飲食業（焼肉） 62-4129 南町5-47
110 加須 南町 セブン-イレブン加須南町店 コンビニエンスストア 62-5734 南町8-53
111 加須 南町 ＫＡＺＯ　ＲＡＣＩＮＧ 小売業（レーシングカート・部品・自動車） 61-3566 南町14-3
112 加須 南町 ㈱作庭田沼園 外構、植栽、エクステリア 53-8565 南町16-15
113 加須 富士見町 ㈱柿沼食販 精米業 61-3262 富士見町3-32
114 加須 富士見町 居酒屋匠 飲食業 61-1246 富士見町4-25
115 加須 富士見町 湯本鶏肉店 精肉 62-4966 富士見町9-8
116 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 富士見町9-13
117 加須 富士見町 ホームファッションしまばやし 寝具 61-0856 富士見町10-26
118 加須 東栄１ パナソニックの店　つじや総合電器 家電 65-3620 東栄1-13-23
119 加須 東栄１ タカセ電機 家電 61-3030 東栄1-2-20
120 加須 東栄２ 彩加 飲食業（日替わり定食、居酒屋） 62-3883 東栄2-1-31
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121 加須 東栄２ 松屋菓子舗 和菓子製造販売 61-0248 東栄2-2-16
122 加須 東栄２ おひさま整骨院 整骨院 53-4780 東栄2-2-26
123 加須 東栄２ 一色製畳工場 畳加工業 65-0659 東栄2-7-16
124 加須 東栄２ 黒川塗装工業 住宅等の塗装工事 66-2619 東栄2-11-24
125 加須 東栄２ HAIR　SALON　ALTO 理容業 65-3000 東栄2-11-60
126 加須 東栄２ 石崎コンサルタンツ コンサルタント業 090-3917-6536 東栄2-12-5
127 加須 東栄２ 産経新聞加須花崎ＳＣ 新聞販売（配達） 65-3080 東栄2-13-9
128 加須 東栄２ ヘアーサロン　ビビット 美容室 65-6537 東栄2-14-36
129 加須 東栄２ ギャラリー野と花 ギャラリー、レストラン 65-0451 東栄2-18-12
130 加須 東栄２ アルソアオンブラージュ 化粧品、健食、浄水器 65-6091 東栄2-11-42
131 加須 久下１ すし孝 飲食業（すし） 65-6163 久下1-1-15
132 加須 久下１ 美容室ＭＲＫ 美容室 65-3159 久下1-3-8
133 加須 久下１ なおかつ 飲食業（とんかつ） 65-1708 久下1-4-4
134 加須 久下１ よしもと 手打うどん・そば 66-1122 久下1-6-3
135 加須 久下１ ＪＯＹパソコンスクール加須校 パソコン教室 65-2670 久下1-13-14
136 加須 久下１ 美容室ル・ミュール 美容室 65-8373 久下1-42-1
137 加須 久下１ 中国料理　鳳翔菜館 飲食業（中華） 66-3333 久下1-42-4
138 加須 久下２ ㈲市川自動車工業 自動車修理 65-6800 久下2-2-4
139 加須 久下２ 割烹おくむら 飲食業 65-1717 久下2-5-2
140 加須 久下２ ㈱竹内写真館 写真撮影 65-3639 久下2-14-1
141 加須 久下２ ＡＬＰＨＡＮ㈲ リフォーム、アパート清掃・管理 65-7111 久下2-43-13
142 加須 久下３ セブンイレブン加須久下店 コンビニエンスストア 65-5957 久下3-385-1
143 加須 久下３ 野本製畳 畳 65-0644 久下3-401
144 加須 久下３ カットサロンスズキ 理容業 65-3651 久下3-408
145 加須 久下４ 中島造園 造園業 65-6070 久下4-4-7
146 加須 久下４ 海鮮ダイニング大秀 飲食業（海鮮ダイニング） 65-0193 久下4-8-7
147 加須 久下４ ㈱トラベル大和観光 旅客サービス業 65-6511 久下4-21-6
148 加須 久下４ シャトレーゼ加須店 洋菓子販売 65-3946 久下4-8-14
149 加須 久下５ 吉田屋うどん店 手打うどん・そば 65-6805 久下5-1-18
150 加須 久下５ 川島クリーニング クリーニング 65-5716 久下5-14-9
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151 加須 久下５ かつきち 飲食業（とんかつ） 65-3427 久下5-21-1
152 加須 久下５ 大むら 飲食業（うどん・そば） 65-7285 久下5-21-8
153 加須 久下５ ㈱とまと市場 スーパー 66-1300 久下5-21-12
154 加須 久下５ 焼鳥　とり福 飲食業（焼き鳥） 66-1887 久下5-21-19
155 加須 久下５ ㈲梅沢自動車商会 自動車修理・販売 65-2889 久下5-254-1
156 加須 久下５ 中華料理　来集軒久下店 飲食業（ラーメン） 65-2752 久下5-272-5
157 加須 久下５ ㈲長谷川商店「鳥源」 精肉 65-0418 久下5-286-1
158 加須 久下５ ㈱松本商店 印章一般・海産物 65-1002 久下5-293-7
159 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 久下6-7-9
160 加須 久下６ 手造りハンバーガーの店　バニーバニー ハンバーガー 65-7085 久下6-7-9
161 加須 久下 そば処こぶし 手打うどん・そば 65-4611 久下1603-2
162 加須 久下 臺　建設㈱ 建築・リフォーム 65-5151 久下1649-1
163 加須 久下 ㈲久下屋脩兵衛 手打うどん・そば 65-5225 久下1674-1
164 加須 久下 ㈱木村農機 農機具 67-2611 久下1679
165 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 久下1703-2
166 加須 久下 松沢屋酒店 酒類・食料品 65-6571 久下1755-6
167 加須 久下 武蔵野自動車 自動車 65-3490 久下1771
168 加須 不動岡１ 関根畳店 茶・タバコ 61-2800 不動岡1-4-32
169 加須 不動岡１ ㈲スポーツカサモ スポーツ用品 61-0703 不動岡1-4-38
170 加須 不動岡１ ヘアーズロック 理容業 090-1036-4327 不動岡1-1-51
171 加須 不動岡２ 槍田組 鳶建設業 61-2763 不動岡2-3-18
172 加須 不動岡２ ㈲不動岡プロパン 燃料、住宅設備機器 61-2747 不動岡2-1-21
173 加須 不動岡２ ㈲水戸屋金物店 一般金物、電動工具一式 61-0348 不動岡2-2-8
174 加須 不動岡２ ㈲関根商店 米穀類・肥料 61-0045 不動岡2-4-2
175 加須 不動岡２ ㈱阿部呉服店 呉服衣料品 61-0210 不動岡2-4-8
176 加須 不動岡２ ヘアーサロン　セキグチ 理容業 61-1787 不動岡2-5-27
177 加須 不動岡２ ㈲鎌田商店　　べっこうや 化粧品・雑貨 61-0611 不動岡2-5-29
178 加須 不動岡２ ㈲福元商店 酒類・食料品 61-1013 不動岡2-5-38
179 加須 不動岡２ 増田理容所（理容　増田） 理容業 61-2753 不動岡2-5-40
180 加須 不動岡２ おうちサポート　コボリ 家電 61-4178 不動岡2-6-31
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181 加須 不動岡２ ㈱武蔵屋本店 和菓子製造販売 61-0172 不動岡2-6-44
182 加須 不動岡２ ㈲清見屋 和菓子製造販売 61-0653 不動岡2-6-45
183 加須 不動岡２ ㈲関口金物店 金物販売 61-0621 不動岡2-7-1
184 加須 不動岡２ ジョイフル・スカヤ 酒類・タバコ・食品 61-0039 不動岡2-7-2
185 加須 不動岡２ くろもん理容所 理容業 61-2767 不動岡2-9-32
186 加須 不動岡３ ㈲山田屋荒物店 燃料・雑貨 61-0616 不動岡3-1-10
187 加須 不動岡３ 大宮建設㈱ 建設業 61-2026 不動岡3-5-12
188 加須 不動岡３ ひかげや商店 酒類 61-0729 不動岡3-14-1
189 加須 不動岡３ 青木屋本店 和菓子製造販売 61-0728 不動岡3-13-1
190 加須 不動岡３ 田口美容院 美容室 61-2562 不動岡3-27-8
191 加須 不動岡３ 大宮豆腐店 豆腐製造販売 62-5766 不動岡3-30-2
192 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 不動岡3-26-3
193 加須 不動岡３ 田村畳店 畳 61-2803 不動岡3-49-8
194 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 不動岡520
195 加須 不動岡 ㈲松本石油 ガソリンスタンド 61-2361 不動岡1075
196 加須 不動岡 ファミリーマート加須不動岡店 コンビニエンスストア 63-2011 不動岡1149
197 加須 不動岡 新井建設 建設業 62-2272 不動岡2245
198 加須 岡古井 ㈱エアロック 建設業 61-7701 岡古井165-2
199 加須 岡古井 小谷野輪店 自転車 61-1594 岡古井191-6
200 加須 下谷 新井理容 理容業 62-6256 下谷544
201 加須 下谷 増田屋商店 酒類・燃料 61-2367 下谷548
202 加須 下谷 峯商店 燃料・雑貨 62-6290 下谷1684
203 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 大門町1-2
204 加須 大門町 ㈲小林京染店 呉服 61-0317 大門町1-20
205 加須 大門町 更生舎 クリーニング 61-3405 大門町2-21
206 加須 大門町 渡辺メガネ時計店 メガネ・時計 62-3456 大門町2-40
207 加須 大門町 美容室Ｒｏｔｅ　Ｒｏｚｅ（ローテローゼ） 美容業 61-4743 大門町2-41
208 加須 大門町 刺身の店　八百善三俣支店 鮮魚・生鮮食料品 61-0625 大門町3-38
209 加須 大門町 寿司藤 料理品小売（寿司） 62-0721 大門町3-39
210 加須 大門町 香山園 飲食業（中華） 62-0213 大門町6-6
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211 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 大門町6-24
212 加須 大門町 大島庵 手打うどん・そば 61-2597 大門町7-27
213 加須 大門町 お好み焼　新川 飲食業（お好み焼き） 61-3406 大門町13-6
214 加須 大門町 理容　藤野 理容業 61-3443 大門町14-18
215 加須 大門町 長沼精肉店 精肉 61-3399 大門町14-31
216 加須 大門町 武蔵野洋品店 衣料品（紳士服・婦人服） 61-3429 大門町15-15
217 加須 大門町 原田人形 節句品製造販売 61-0313 大門町16-24
218 加須 大門町 小林分店 自転車・バイク 61-2618 大門町16-32
219 加須 大門町 梅沢米店 米穀類 62-1326 大門町16-38
220 加須 大門町 門倉商店 酒類・食料品 61-0448 大門町16-41
221 加須 大門町 原口被服 被服販売 61-2811 大門町18-60
222 加須 大門町 ㈲木村屋食料品店 食料品 61-0608 大門町19-3
223 加須 大門町 ㈲小林登商店 楽器・教材 61-0577 大門町19-25
224 加須 大門町 山久 飲食業（うどん・そば） 61-3518 大門町19-50
225 加須 大門町 ウエルシア加須店 ドラッグストア 63-0308 大門町20-58加須カタクラパーク内
226 加須 大門町 インテリア和光 建設業 62-3778 大門町20-72
227 加須 諏訪１ 十万石　加須店 菓子小売業 62-2077 諏訪1-8-2
228 加須 諏訪１ 子亀 手打うどん・そば 62-2876 諏訪1-15-16
229 加須 諏訪１ ㈲平野屋精肉店 精肉 61-2810 諏訪1-18-5
230 加須 諏訪２ パサルキッチン 飲食業 62-5578 諏訪2-1-7
231 加須 諏訪２ 美容室カーム・プレース 美容業 62-5770 諏訪2-3-3
232 加須 諏訪２ てるこう 飲食業（和食） 62-4422 諏訪2-3-9
233 加須 諏訪２ はせ川 飲食業（和食、海鮮居酒屋） 62-2783 諏訪2-4-10
234 加須 諏訪２ ケンコーセンター加須店 薬局 62-6778 諏訪2-6-4
235 加須 諏訪２ ヘアーストップハタ 理容業 62-3607 諏訪2-6-6
236 加須 諏訪２ ａｕショップ加須 携帯電話 63-1275 諏訪2-6-29
237 加須 向川岸町 彫物工房バジリコ オリジナル商品製作工房 31-9679 向川岸町2-4
238 加須 向川岸町 ㈲杉田モータース 自動車 61-0704 向川岸町5-6
239 加須 向川岸町 内井タイル店 タイル工事 61-1531 向川岸町5-28
240 加須 向川岸町 ㈲ほそだガス ＬＰガス・菓子 61-0505 向川岸町5-33
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241 加須 睦町１ ㈲日進堂洋品店 洋品・衣料 61-0462 睦町1-4-17
242 加須 睦町１ ㈲小林セメント店 建築資材販売（砂利・砂ほか） 62-6111 睦町1-4-23
243 加須 睦町１ 橋本米穀店 米穀類・肥料 61-0559 睦町1-5-15
244 加須 睦町１ 高田屋 手打うどん・そば 61-0642 睦町1-5-22
245 加須 睦町１ ヘアーサロンオカダ 理容業 61-2952 睦町1-5-23
246 加須 睦町１ ㈲加須ガス ガス・不動産 62-0333 睦町1-6-1
247 加須 睦町１ ビストロ富士屋 飲食業（洋食） 61-0685 睦町1-11-14
248 加須 睦町２ ローソン加須睦町店 コンビニエンスストア 62-5376 睦町2-3-14
249 加須 睦町２ そば処根ぎし 手打うどん・そば 62-5100 睦町2-4-26
250 加須 睦町２ ピザーラ加須店 宅配ピザ 61-3700 睦町2-5-37
251 加須 睦町２ 総合リフォーム専門店　トラサン 住宅リフォーム 61-2030 睦町2-6-31
252 加須 浜町 つかさ 手打うどん・そば 62-3443 浜町3-13
253 加須 浜町 ファミリーレストランココス加須店 飲食業（ファミリーレストラン) 63-1056 浜町3-20
254 加須 上三俣 服部工業㈱ 水道工事・土木工事 61-2403 上三俣613-1
255 加須 上三俣 シャディサラダ館加須店 贈答品 63-0120 上三俣647-1
256 加須 上三俣 和食処　まつもと 飲食業（和食） 62-6208 上三俣653
257 加須 上三俣 ドラッグストア セキ　加須店 薬品、日用品 34-4829 上三俣664
258 加須 上三俣 ワークマン加須店 衣料品（作業着） 62-5684 上三俣771
259 加須 上三俣 焼きたてパンの店　エミュウ パン製造販売 61-7221 上三俣782-1
260 加須 上三俣 ビッグ・エー加須店 小売業（スーパー） 63-1237 上三俣803
261 加須 上三俣 とりあえず吾平 飲食業 63-0311 上三俣810
262 加須 上三俣 ラーメン一代元加須店 飲食業（ラーメン） 62-2336 上三俣849-1
263 加須 上三俣 紳士服のコナカ メンズ、レディス洋品小売業 63-2303 上三俣879
264 加須 上三俣 ㈲水野機械 農機具・建設機械他各種機械の販売・修理リース 62-3085 上三俣1271-1
265 加須 上三俣 松月庵 手打うどん・そば 61-3714 上三俣1613-1
266 加須 上三俣 ㈲時和自動車（マツダオートザム加須） 自動車 61-3272 上三俣2046-1
267 加須 上三俣 ㈱梅林堂　加須店 菓子 61-1014 上三俣2047-1
268 加須 上三俣 喫茶ステイ 喫茶 62-1221 上三俣2255
269 加須 上三俣 田舎厨房「炭や」 飲食業（焼肉） 62-2888 上三俣2301
270 加須 上三俣 そば恵 飲食業 44-8661 上三俣2333-1
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271 加須 下三俣 グリルドウッフ 飲食業（洋食） 62-2332 下三俣261-1
272 加須 下三俣 和風レストランいちむら 飲食業（和食） 61-0822 下三俣268-5
273 加須 下三俣 市民食堂 やぐるま亭（市役所内） 飲食業（定食） 62-1111 下三俣290
274 加須 下三俣 ファミリーチェーン　　不二家加須店 洋菓子 62-5658 下三俣294-1
275 加須 下三俣 ｃａfｅ＆ｐａｓｔａ ＮＯＮＡ 喫茶 62-6685 下三俣294-7
276 加須 下三俣 ワタナベでんき 家電 62-0111 下三俣330-2
277 加須 下三俣 チャイニーズダイニング華華 飲食業（中華） 53-3019 下三俣368-2
278 加須 下三俣 ㈱東武ニューハウス リフォーム・太陽光発電・建設業 0120-015-431 下三俣372
279 加須 下三俣 パール美容室 美容業 62-4931 下三俣422
280 加須 下三俣 ラーメン食堂かまだん ラーメン店 61-3941 下三俣483
281 加須 下三俣 バイクショップケイズ バイク 61-7111 下三俣489
282 加須 北小浜 もしもしモンキージャイアント加須店 携帯電話 63-0072 北小浜40-7
283 加須 北小浜 ポピー美容室 美容室 62-6289 北小浜43-2
284 加須 北小浜 志ん賀 飲食業（定食、麺類） 61-7386 北小浜126-1
285 加須 北小浜 正能タイヤ 自動車・タイヤ 61-0805 北小浜147-2
286 加須 北小浜 ㈲モト スポーツ スズキ 自動車 62-0015 北小浜147-5
287 加須 北小浜 ロマンチック街道　加須店 スパゲティ 63-1139 北小浜148-1
288 加須 北小浜 韓風堂 焼肉 63-1139 北小浜150-1
289 加須 北小浜 ＡＯＫＩ加須店 洋品販売 63-1788 北小浜151
290 加須 北小浜 にゅーとんひで 飲食業（とんかつ） 61-1075 北小浜153-1
291 加須 北小浜 大野工務店 建設業 62-1438 北小浜239-1
292 加須 北小浜 ダイユウエンタープライズ㈱ 外壁塗装工事、防水工事業 63-0227 北小浜292
293 加須 北小浜 はやし 手打うどん・そば 63-2884 北小浜606
294 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 北小浜630-1
295 加須 北小浜 木ノ香工務店 新築・リフォーム 62-3358 北小浜916
296 加須 北小浜 ㈲安野自動車商会 自動車 61-4106 北小浜1166-1
297 加須 多門寺 小松クリーニング クリーニング 62-0735 多門寺149-5
298 加須 多門寺 細渕建設 建設業 62-1717 多門寺185
299 加須 北篠崎 カキザキ農機㈱ 農業機械 68-5808 北篠崎22-2
300 加須 北篠崎 加茂薬局 薬局・農薬 68-5971 北篠崎1493
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301 加須 北篠崎 矢島工務店 一般建築業 68-5003 北篠崎1502
302 加須 北篠崎 生月酒店 酒類・食料品 68-5002 北篠崎2097
303 加須 土手１ 松勘工業㈱ 剣道防具用品・武道具用品 61-2211 土手1-4-27
304 加須 土手１ 北村理髪店 理容業 61-3377 土手1-6-21
305 加須 土手１ のとや酒店 酒類・食料品 61-0058 土手1-8ｰ24
306 加須 土手１ 呉服・洋装・ギフト　竹内 呉服・洋品 61-0124 土手1-9-23
307 加須 土手１ ㈲三小間 和菓子製造販売 61-0756 土手1-9-24
308 加須 土手１ のもと美容室 美容室 61-0851 土手1-10-19
309 加須 土手１ 愛響ピアノ社 楽器 61-2094 土手1-11-21
310 加須 土手１ 小林畳店 畳 61-3445 土手1-11-26
311 加須 土手１ メガネのアライ メガネ・光学品 61-0583 土手1-12-4
312 加須 土手１ 大久薬局 薬局 61-0065 土手1-12-6
313 加須 土手１ ㈲つるや 手打うどん・そば 61-0976 土手1-12-10
314 加須 土手１ 山田酒店 酒類・タバコ・食品 61-0569 土手1-12-15
315 加須 土手１ 田村青果店 青果・果物 61-3425 土手1-13-1
316 加須 土手２ （合同）彩北清掃社 浄化槽清掃・浄化槽関連機器販売 62-7009 土手2-2-12
317 加須 土手２ 東京電化 家電・ＡＶ製品販売 62-2852 土手2-14-27
318 加須 土手２ ファミリーサロン・ハッピー 理容業 62-3266 土手2-15-3
319 加須 土手２ 美容室ＭＩＸ 美容室 62-2039 土手2-16-3
320 加須 土手２ 久喜中央三菱自動車販売㈱ 自動車販売整備 61-2733 土手2-16-26
321 加須 馬内 レストラン ニューヒグチ 飲食業（洋食） 61-2890 馬内83
322 加須 馬内 アイピーボックス㈲ 印刷業 61-1339 馬内320
323 加須 馬内 セブン-イレブン加須礼羽店 コンビニエンスストア 61-2655 馬内627
324 加須 馬内 健康ふれあいセンター　いなほの湯 温浴施設 63-1126 馬内1800-1
325 加須 馬内 プロコンビニ加須店 建設業 63-1521 礼羽215-5
326 加須 礼羽 ヘアーサロンClasse 理容・美容業 62-7525 礼羽346-3
327 加須 礼羽 韓国創作料理Taiyo 韓国料理 53-4869 礼羽559
328 加須 愛宕 五十嵐塗装工業 塗装業 62-5751 愛宕1-7-34
329 加須 愛宕 スズキアリーナ加須中央 自動車販売整備 63-2777 愛宕1-9-5
330 加須 愛宕 眼鏡市場加須愛宕店 眼鏡・補聴器 63-1678 愛宕1-1386
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331 加須 南大桑 フィールプラス ﾃﾞｻﾞｲﾝ業 090-6940-2078 南大桑690-3-206
332 加須 南大桑 つかさ分店 手打うどん・そば 65-0555 南大桑705-4
333 加須 南大桑 ㈲大桑マイト商会 自動車 65-0261 南大桑721-3
334 加須 南大桑 寝装・ギフトあかさか 寝具 65-1288 南大桑886
335 加須 南大桑 ガーデニング　ラベンダー 園芸・植木・資材 65-7323 南大桑1622-1
336 加須 南大桑 ミドリ美容室 美容室 65-6971 南大桑2170-5
337 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 南大桑2863
338 加須 南大桑 ㈱モビリアなかじま カーテンほか 65-2079 南大桑2871-5
339 加須 南大桑 ヘアー＆メイク　Ｓｅｉｃａ 美容室 65-8325 南大桑2882-1
340 加須 南大桑 サイクルハウスカドイ 自転車・自動車 65-0259 南大桑2919
341 加須 南大桑 関井商店 酒類・タバコ・燃料 65-0258 南大桑2920
342 加須 南大桑 ㈲石原畳店 畳 65-5053 南大桑2999-1
343 加須 南大桑 フラワーパークセラーム 園芸・植木・資材 65-8787 南大桑3387-1
344 加須 南大桑 ㈲小林ブロック工業 建設業 31-6589 南大桑3517-1
345 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 南篠崎2-1-2
346 加須 南篠崎２ 佐々木貴金属工芸 貴金属 65-3358 南篠崎2-2-9
347 加須 南篠崎２ 美容室真弓 美容室 65-3063 南篠崎2-2-11
348 加須 南篠崎２ 魚久 鮮魚 65-2804 南篠崎2-17-5
349 加須 南篠崎 ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ　まきしむ 飲食業 65-0532 南篠崎138-3
350 加須 南篠崎 加須インター自動車 自動車 65-4406 南篠崎2365-2
351 加須 南篠崎 れんがや 飲食業（ステーキ） 65-2895 南篠崎2418
352 加須 南篠崎 ㈱中島電気工業 水道、電気、リフォーム工事 65-1727 南篠崎2548
353 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 花崎1-20-8
354 加須 花崎１ ㈲オーシーコーポレーション 事務機器及びリサイクル品販売 76-2877 花崎1-27-6
355 加須 花崎１ セブンイレブン加須花崎南店 コンビニエンスストア 66-1771 花崎1-29
356 加須 花崎２ カット＆パーマ華 美容室 65-4665 花崎2-7-14
357 加須 花崎２ 中屋商店 酒類・食料品・プロパン 65-5007 花崎2-12-4
358 加須 花崎２ はなさき電器 家電 65-2868 花崎2-25-15
359 加須 花崎４ 食事処鶴麗 飲食業 38-6667 花崎4-5-4
360 加須 花崎４ 研心自動車 自動車 65-5050 花崎4-8-11
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361 加須 花崎４ レストラン細井 飲食業（洋食） 65-3791 花崎4-23-13
362 加須 花崎４ niraikanai195 雑貨店 090-9153-0375 花崎4-24-11
363 加須 花崎北１ ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　咲 理容業 65-5733 花崎北1-3-4-101
364 加須 花崎北１ ホリーズトラベル 旅行代理店 66-1112 花崎北1-5-1
365 加須 花崎北１ 訪問介護・介護スクール・デイサービス　㈲花みずき 介護福祉サービス 66-1240 花崎北1-6-8　1F
366 加須 花崎北１ ㈲エーデルワイス洋菓子店 洋菓子 31-8933 花崎北1-10-3　鈴木ビル1F西側
367 加須 花崎北１ アルソア潤 化粧品 65-9575 花崎北1-10-4
368 加須 花崎北１ メンズヘアーサロンＳＥＫＩＮＥ 理容業 65-8831 花崎北1-12-1　リバーハイツ102
369 加須 花崎北１ サンドイッチハウス　パプリカ 飲食業（調理パン） 65-7470 花崎北1-25-14
370 加須 花崎北２ ㈱森塗装 建設業（塗装） 38-6616 花崎北2-3-12
371 加須 花崎北３ ドラッグストア セキ　花崎店 薬品、日用品 34-4829 花崎北3-12-4
372 加須 花崎北３ メンズヘアークラブ　アルファ 理容業 65-4194 花崎北3-15-2
373 加須 花崎北３ 中国料理　桜華 飲食業 65-5586 花崎北3-16-3
374 加須 花崎北３ ヘルスマートさつま 自然食品 66-1671 花崎北3-16-12
375 加須 川口 岩﨑工務店 一般住宅新築・リフォーム業 53-9600 川口606
376 加須 川口 戸枝商店 米穀類・燃料 65-0202 川口654-1
377 加須 川口 サロンド・Ｋ 美容室 65-7616 川口128-1
378 加須 川口１ ㈲スカイホビー ラジコン・鉄道模型・スイーツデコ等 76-3366 川口1-2-6
379 加須 川口１ 田舎そばうどん　　おおはし 手打うどん・そば 65-2933 川口1-7-5
380 加須 川口１ ㈱タイムトラベル 旅行業 76-3939 川口1-7-2
381 加須 川口２ マイバウム（ドイツ雑貨等） 雑貨店 53-9551 川口2-11-6
382 加須 川口２ てむ美容室 美容室 66-3875 川口2-18-21
383 加須 川口３ 美容室アゲイン 美容室 66-2623 川口3-16-23
384 加須 川口４ 割烹　与作 飲食業（割烹） 65-0428 川口4-12-3
385 加須 川口５ 魚菜味 飲食業（割烹） 66-0332 川口5-1-1
386 加須 大桑１ ㈲日野印刷 印刷業 65-2302 大桑1-28-3
387 加須 大桑２ 白いたいやき　加須インター店 白いたいやき・パイたいやき 61-8866 大桑2-2-2 
388 加須 鳩山町 マツモトキヨシ　加須大桑店 薬品、日用品 65-7261 鳩山町7-8
389 加須 鳩山町 美容室おしゃれ倶楽部大桑店 美容室 65-9688 鳩山町10-10ピアゴ大桑店内
390 加須 水深 中村屋菓子店　　 和菓子製造販売 65-0017 水深890
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391 加須 水深 ㈲藤井設備 水まわり工事・水道工事 65-0208 水深895
392 加須 船越 青木自動車販売整備㈱ 自動車 65-5001 船越122
393 加須 船越 セブンイレブン加須船越店 コンビニエンスストア 65-7770 船越245-2
394 加須 北辻 やさしい味工房　メリーさんち 飲食業（洋食） 48-5656 北辻32-17
395 加須 北辻 Boulangerie にこ (ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰにこ） パン製造小売り 53-5771 北辻183　フラワーガーデン萌内
396 加須 北辻 蕎麦　匠 蕎麦 65-7257 北辻216
397 加須 大室 鈴森寝具店 寝具 65-3844 大室164-5
398 加須 大室 あいりがっと 理容業 66-4225 大室237-3
399 加須 大室 オステリア　バル　ミーチョ 飲食業（イタリアンレストラン） 66-3622 大室286-12
400 加須 大室 ㈲大熊利作商店(〆長) 酒類・食料品 65-2010 大室614
401 加須 南小浜 美容室ラ・ウ・レ・ア 美容室 66-3211 南小浜612-2
402 加須 下高柳 セブンイレブン加須下高柳店 コンビニエンスストア 65-7570 下高柳721-1
403 加須 下高柳 おそうじ本舗加須店 ハウスクリーニング 0120-79-0304 下高柳1050-7
404 加須 下高柳 石井酒店 酒類・食料品・プロパン 65-2721 下高柳1367-5
405 加須 下高柳 ヘアーサロン　おざわ 理容業 65-3517 下高柳1546
406 加須 下高柳 中村動物病院 動物病院 65-2655 下高柳1562
407 加須 下高柳 ㈲シンコーエンジニアリング 自動車 76-0234 下高柳1632-3
408 加須 下高柳 田村種苗園 種苗 62-1371 下高柳2028-1
409 加須 ビバモール加須 家具・インテリアショップ　シュクール　syukuR 家具・インテリア小売り販売 38-6258 下高柳1-16
410 加須 ビバモール加須 洋服の青山 紳士服販売 66-1681 下高柳1-29
411 加須 ビバモール加須 ポーラ・ザ・ビューティー ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ 66-1696 下高柳1-29
412 加須 ビバモール加須 すたみな太郎 飲食業 76-2229 下高柳1-29
413 加須 ビバモール加須 マックハウス　アウトレット　ビバモール加須店 カジュアル衣料品 67-0186 下高柳1-29
414 加須 下樋遣川 寺田鮮魚店 鮮魚 68-5254 下樋遣川425
415 加須 下樋遣川 ㈲真下自動車販売整備 自動車 68-5500 下樋遣川1275-2
416 加須 下樋遣川 野崎美容室 美容室 68-5249 下樋遣川1275-4
417 加須 下樋遣川 ㈲荒井商店　婦人洋品あらせい 呉服・洋品・寝具 68-5673 下樋遣川1278
418 加須 下樋遣川 ㈲熊田モータース 自動車 68-5715 下樋遣川1425-1
419 加須 下樋遣川 石井商店 菓子・食料品 68-6080 下樋遣川1438
420 加須 下樋遣川 横村理容 理容業 68-6572 下樋遣川5641
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421 加須 下樋遣川 かわせみ接骨院（自費診療に限る） 接骨院 68-5198 下樋遣川5426
422 加須 下樋遣川 髪風船 美容室 68-5454 下樋遣川6683
423 加須 下樋遣川 糸井酒店 酒類・タバコ 68-5520 下樋遣川6856-2
424 加須 上樋遣川 ㈲さなだクリーニング クリーニング 68-6750 上樋遣川4912
425 加須 上樋遣川 ㈲野本種苗園 種苗 68-5185 上樋遣川5110
426 加須 中樋遣川 ㈲高橋モータース 自動車 68-5854 中樋遣川1623-3
427 加須 中樋遣川 割烹　料理・仕出し　あまがさ 飲食業（割烹、仕出し） 68-5739 中樋遣川1747
428 加須 戸川 新川うどん店 手打うどん・そば 68-4200 戸川1410-1
429 加須 志多見 アルソア縁 化粧品 61-5360 志多見321-1
430 加須 志多見 松の木 手打うどん・そば 61-5626 志多見812
431 加須 志多見 ㈲日の出屋 酒類・タバコ・食品 61-5308 志多見826-1
432 加須 志多見 ㈲小峰商店 酒類・食料品 61-5151 志多見1535-1
433 加須 志多見 まつむらパン店　 パン・洋菓子製造販売 61-5348 志多見1547-2
434 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 志多見1640
435 加須 志多見 ㈱むさしの村 入園券及び入園フリーパス 61-4126 志多見1700-1
436 加須 志多見 ㈱斎徳商店志多見ＳＳ ガソリンスタンド 61-0309 志多見1796-1
437 加須 志多見 手打うどん・そば　辻九 手打うどん・そば 62-6390 志多見1806-1
438 加須 志多見 ㈱ニュー加須 ガソリンスタンド 61-3087 志多見2235-1
439 加須 志多見 小島美容室 美容室 61-2331 志多見2344
440 加須 志多見 KOO’S　ESTHE エステティックサロン 61-2020 志多見2344
441 加須 串作 ㈱オートセンター田沼 自動車 61-5711 串作170-1
442 加須 串作 フルーツかねかく 果物 61-5015 串作398-1
443 加須 串作 理容ネゴロ 理容業 61-5371 串作583
444 加須 平永 緑秀苑 造園 61-5457 平永709-1
445 加須 大越 ㈲黒田自動車商会 自動車 68-4554 大越1533
446 加須 大越 寺田鮮魚店 鮮魚・生鮮食料品 68-6458 大越1539-4
447 加須 大越 松葉屋 手打うどん・そば 68-6408 大越1988
448 加須 大越 田上精肉店 精肉 68-5529 大越2482
449 加須 大越 渡辺商店 食料品 68-6612 大越2883
450 加須 大越 ワカキ理容 理容業 68-4132 大越2891-3
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451 加須 大越 堀越酒店 酒類・食料品 68-6505 大越2893
452 加須 大越 ㈱三笑 介護用品 68-6033 大越3391
453 加須 大越 ㈱彩北自動車整備工場 自動車 68-4812 外野407-8
454 加須 外野 ㈲荒清商店 呉服・洋品 68-6108 外野471
455 加須 外野 ㈱広瀬電器 家電・オーディオ 68-6306 外野474
456 加須 外野 ㈱ナカザワ 肥飼料 68-6203 外野477
457 加須 外野 ㈱秋山自動車 板金業 68-6621 外野531
458 加須 外野 セブンイレブン加須外野店 コンビニエンスストア 68-3108 外野748
459 加須 大越 松本プロパン プロパンガス等 68-6171 大越1961
460 騎西 一丁目 ヘアービューティーエヌ 美容業 73-2449 騎西414-9
461 騎西 一丁目 おしゃれの店　彩美 衣料品 73-5450 騎西897-29
462 騎西 一丁目 ㈲木村竹材店 竹材販売 73-0210 騎西1303
463 騎西 一丁目 斉藤糧穀㈱ 米穀卸販売 73-3267 騎西903
464 騎西 一丁目 かめや酒店 酒類・食料品・贈答品 73-0073 騎西1307
465 騎西 一丁目 ㈲大和屋商店 酒類 73-0035 騎西1274
466 騎西 一丁目 増田牛乳店 牛乳 73-0213 騎西1304
467 騎西 一丁目 若林茶店 茶 73-0539 騎西904-3
468 騎西 一丁目 えはら電化サービス 家電品販売 73-0364 騎西59-10
469 騎西 一丁目 江黒商店 荒物雑貨 73-0124 騎西1314
470 騎西 一丁目 清水製麺 製麺 73-0114 騎西354
471 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47-11
472 騎西 一丁目 ㈲小林石油 ガソリンスタンド 73-0243 騎西50-10
473 騎西 一丁目 森田クリーニング店 クリーニング 73-2247 騎西516-8
474 騎西 一丁目 ㈲ヘアーサロンウチダ 理美容業 73-0393 騎西1298-2
475 騎西 一丁目 入江美容室 美容 73-0125 騎西1-1307-2
476 騎西 一丁目 関口ふとん店 寝具 73-0200 騎西1282
477 騎西 一丁目 ㈲エイチ・アイ・エフ 衣料品 73-4652 騎西510
478 騎西 一丁目 長浜自動車 自動車販売修理 73-0756 騎西887-1
479 騎西 一丁目 ㈱ｵﾌｨｰﾌﾙｰﾂｾﾝﾀｰ騎西店 食料品 73-4612 騎西50-15
480 騎西 一丁目 ふれあい酒場 あいづ 飲食業（スナック） 73-0992 騎西61-16
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481 騎西 一丁目 美容室　たかせ 美容 73-4500 騎西827-11
482 騎西 一丁目 ごん太鮨 寿司 73-7784 騎西39-10
483 騎西 一丁目 ㈲サン・メディア 印刷 73-2277 騎西39-4
484 騎西 一丁目 立野輪店 自転車販売修理 73-0662 騎西1321
485 騎西 一丁目 あじ庵 飲食 73-3515 騎西50-1
486 騎西 一丁目 料亭　玉敷 割烹料理・宴会 73-0050 騎西564
487 騎西 一丁目 若　お好み焼き お好み焼き 73-6768 騎西876-3
488 騎西 一丁目 けやき寿司 寿司 73-8866 騎西873-8
489 騎西 一丁目 ㈱柿崎商店 農業機械販売・修理 73-1198 騎西493-1
490 騎西 二丁目 ㈲田島住宅設備 上下水道及管工事 73-0152 騎西26-1
491 騎西 二丁目 ﾌｧｯｼｮﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ中屋 洋品 73-0044 騎西1256
492 騎西 二丁目 五十嵐米穀店 米穀 73-0019 騎西1324
493 騎西 二丁目 やんまー肉屋 精肉 73-0053 騎西1323
494 騎西 二丁目 でんきのいとう 家電品 73-0186 騎西1253
495 騎西 二丁目 ㈲光画堂 写真撮影・DPE・各種ｶﾒﾗ 73-3357 騎西1335
496 騎西 二丁目 内田煙草店 タバコ・お菓子 73-0257 騎西1239
497 騎西 二丁目 くすりの斎藤 医薬品 73-0007 騎西1252
498 騎西 二丁目 ㈲内田農機具店 農機具・家庭金物 73-0061 騎西1239
499 騎西 二丁目 清酒力士醸造元　㈱釜屋　 酒類製造 73-1234 騎西1162
500 騎西 二丁目 東京クリーニング クリーニング 73-0367 騎西1264
501 騎西 二丁目 美容室ポレール 美容 73-7388 騎西1340
502 騎西 二丁目 騎西タクシー㈲ タクシー 73-1339 騎西1339
503 騎西 二丁目 たに山 飲食 73-3973 騎西1259
504 騎西 二丁目 溝口塗装 塗装業 73-7034 騎西1252-3-102
505 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1326
506 騎西 二丁目 ㈱丸武騎西店 スーパーマーケット 73-3548 騎西27-4
507 騎西 二丁目 ㈲かぎや金物店 建築・家庭用金物販売 73-0025 騎西30-3
508 騎西 二丁目 東上ガス㈱加須営業所 ＬＰガス・ガス機器・住宅設備全般・ガス配管工事 73-6351 騎西38-18
509 騎西 三丁目 ㈲嶋村米穀店 LPガス・灯油販売 73-0159 騎西1369-1
510 騎西 三丁目 須永商店 鶏肉・鶏卵 73-0016 騎西25-7
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511 騎西 三丁目 キサイ写真館 写真撮影 73-0593 騎西7-8
512 騎西 三丁目 ㈲富田商店 自転車 73-0008 騎西1356
513 騎西 三丁目 池ノ谷燃料店 各種燃料・ガス器具 73-1008 騎西1231
514 騎西 三丁目 からあげ番長 からあげ販売 31-6766 騎西4-1
515 騎西 三丁目 けい鍼灸治療院 鍼灸治療 53-7702 騎西4-1
516 騎西 三丁目 ヘアーサロンいのうえ 理容 73-3468 騎西4-2
517 騎西 三丁目 理容室キムラ 理容 73-0520 騎西1374
518 騎西 三丁目 ㈲関根モータース 自動車修理販売 73-0055 騎西1403-4
519 騎西 三丁目 鳥畔 仕出し・季節料理 73-4485 騎西22-14
520 騎西 三丁目 ㈱もとぐら呉服店 総合衣料品 73-0006 騎西1347
521 騎西 三丁目 ㈲岡安製麺所 製麺 73-0101 騎西1390
522 騎西 三丁目 ㈱千津井商店 米穀・米菓材料卸販売 73-1001 騎西1386
523 騎西 三丁目 吉田時計店 時計・メガネ 73-0010 騎西1362
524 騎西 三丁目 大岡自動車整備工場 自動車整備 73-1195 騎西1200
525 騎西 三丁目 北海道ラーメン ラーメン 73-0155 騎西26-5
526 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1384
527 騎西 三丁目 ㈲もりた薬局 医薬品 73-2308 騎西7－11
528 騎西 三丁目 ㈲千通信工業 家電品・通信工事 73-4178 騎西1－8
529 騎西 三丁目 花のあずさ園 生花 73-7387 騎西8-7
530 騎西 三丁目 金久保塗装 建設業 73-0396 騎西1404-5
531 騎西 外川 サンコートラベル 旅行業 73-5800 外川54-98
532 騎西 下崎 ㈲うなぎ荒川 鰻・天ぷら・割烹 73-2108 下崎367-2
533 騎西 上崎 松井産業㈲ 製麺 73-0130 上崎2730
534 騎西 上崎 渡辺煙草店 タバコ・雑貨 73-5251 上崎1903
535 騎西 上崎 木口モータース 自動車 73-0287 上崎1923
536 騎西 内田ヶ谷 デントリペアーズ埼玉北 自動車デントリペア 48-7923 内田ケ谷157-1
537 騎西 内田ヶ谷 岩崎酒店 酒類 73-0133 内田ケ谷453
538 騎西 内田ヶ谷 すし四季膳 寿司 73-5148 内田ケ谷1196
539 騎西 外田ヶ谷 清水百貨店㈲ 燃料 ・雑貨 73-0407 外田ケ谷882
540 騎西 外田ヶ谷 神田自転車店 自転車 73-1673 外田ケ谷592
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541 騎西 外田ヶ谷 栄屋 菓子製造販売 73-1488 外田ヶ谷598
542 騎西 外田ヶ谷 岡田モータース 自動車販売修理 73-0408 外田ケ谷761
543 騎西 道地 総合衣料　まばし 総合衣料品 73-0302 道地1209
544 騎西 道地 正三郎 飲食 73-5092 道地1303-1
545 騎西 道地 細井モータース 自動車販売修理 73-4353 道地1395
546 騎西 道地 藤間酒店 酒類 73-0190 道地1339
547 騎西 道地 ㈲内藤石油 ガソリンスタンド 73-0269 道地1294-1
548 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 道地1429-1
549 騎西 中種足 ㈲谷川運輸 運送業 73-0235 中種足667-1
550 騎西 中種足 ㈲ふさ店 野菜・果物　卸・小売業 73-0235 中種足741-3
551 騎西 中種足 渡辺商店 食料品・文房具 73-0293 中種足1240-1
552 騎西 中種足 河端自動車総合㈱ 自動車修理・販売 73-3821 中種足1052-2
553 騎西 中種足 長崎屋酒店 酒類 73-0291 中種足760
554 騎西 上種足 IWASAKI設備 上下水道工事 73-7479 上種足3435
555 騎西 上種足 相原輪業 自転車・バイク 73-0481 上種足1155
556 騎西 上種足 石川商店 荒物雑貨 73-0233 上種足1159－1
557 騎西 上種足 栗原農機具店 農業用機械 73-0088 上種足1053-4
558 騎西 上種足 埼玉化工石川花火店 花火販売 73-0262 上種足2925
559 騎西 上種足 すしの川島屋 すし 73-0087 上種足1005
560 騎西 上種足 ヘアーサロンシミズ 理容 73-0483 上種足3425－1
561 騎西 上種足 中華森田 中華料理 73-5099 上種足494-1
562 騎西 中ノ目 井上商店 酒類・ﾀﾊﾞｺ・鮮魚・仕出し 73-0559 中ノ目199
563 騎西 中ノ目 ちどり うどん・そば 73-0232 中ノ目3-1
564 騎西 戸室 中華料理　かつら 中国料理 73-5147 戸室88-3
565 騎西 戸室 ヘアーサロン　アスカ 理容 73-1743 戸室1170
566 騎西 戸室 大安建設㈱ 建設業（住宅リフォーム等） 73-0391 戸室222
567 騎西 鴻茎 安類商店 酒類・食料品 73-1884 鴻茎1332
568 騎西 鴻茎 理容関根 理容 73-1554 鴻茎1160
569 騎西 鴻茎 らーめんハウス ラーメン 73-3974 鴻茎11-1
570 騎西 芋茎 そば処　名古屋 うどん・そば 73-5106 芋茎1474-3
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571 騎西 牛重 ㈲乗附美建 塗装業 73-1746 牛重702
572 騎西 牛重 くりでん 家電販売 73-2919 牛重1123
573 騎西 牛重 野本自動車 自動車整備 73-1283 牛重1555
574 騎西 根古屋 和菓子の美よ志 和菓子製造販売 73-0212 根古屋645-2
575 騎西 根古屋 酒巻不動産㈱ 不動産業 73-3167 根古屋651-5
576 騎西 根古屋 ｳｴﾙｼｱ騎西根古屋店 ドラッグストアー 73-8308 根古屋651-7
577 騎西 根古屋 長浜モータース 自動車整備販売 73-1068 根古屋638-6
578 騎西 根古屋 ㈲Hair＆Face　m-Club 美容 73-1998 根古屋637-6
579 騎西 根古屋 ㈲山崎整骨院 整骨院 73-6463 根古屋642-10
580 騎西 根古屋 ㈲グローバルハウス 不動産・リフォーム業 70-1400 根古屋650-3
581 騎西 上高柳 細田商店 酒類・食料品・LPガス・灯油 73-0369 上高柳605
582 騎西 上高柳 羽鳥食品店 食料品 73-1424 上高柳521
583 騎西 上高柳 小沢サイクル 自転車 73-2146 上高柳520
584 騎西 上高柳 かどや商店 菓子販売 73-0786 上高柳786
585 騎西 上高柳 杉田電設 電気工事・家電品販売 73-5352 上高柳321
586 騎西 上高柳 アルソア薫 化粧品・健食・浄水器 73-1679 上高柳157-5
587 騎西 日出安 ㈲島村商店 肥料・ＬＰＧ 73-0171 日出安１３２７
588 騎西 日出安 ツナカワ設備 水道工事 73-1030 日出安419
589 騎西 日出安 セブンイレブン騎西日出安店 コンビニエンスストア 73-3223 日出安550-2
590 騎西 日出安 斉藤自動車㈲ 自動車整備販売 73-3036 日出安579
591 騎西 日出安 辰奴観光社 旅行斡旋業 73-0512 日出安968-3
592 騎西 日出安 ㈲竹内農機 農業機械販売・サービス 73-2906 日出安342-1
593 騎西 正能 ㈱富士薬品ﾄﾞﾗｯｸﾞｾｲﾑｽ騎西店 ドラッグストアー 73-6328 正能11-1
594 騎西 正能 ラーメン　タロー ラーメン 73-1981 正能16-4
595 騎西 正能 天ぷら　松栄 飲食 73-4888 正能10-13
596 騎西 正能 (株)野本鉄工建設 総合建設 73-0082 正能15-1
597 騎西 戸崎 ㈲富士会館 宴会・料理・仕出し 73-3085 戸崎274-3
598 騎西 西ノ谷 田中看板工業 看板製作・加工業 73-0138 西ノ谷123
599 北川辺 小野袋 ㈱アドバーンスオート 自動車整備 0280-62‐5888 小野袋1-1
600 北川辺 小野袋 山口肉店 各種食料品小売業 0280-62‐2035 小野袋1833
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601 北川辺 小野袋 ㈲かたやま 日本･中華料理店 0280-62‐0773 小野袋614
602 北川辺 小野袋 増田重車輌 農機具修理販売 0280-62-0702 小野袋616
603 北川辺 小野袋 (株)ミクニ　道の駅きたかわべ 道の駅 0280-62-5555 小野袋1745-1
604 北川辺 小野袋 岡田自動車整備 自動車 0280-62-2108 小野袋1746-3
605 北川辺 小野袋 ㈲田口自動車 自動車 0280-62-0071 小野袋1864
606 北川辺 飯積 明寿屋商店 燃料小売業 0280-62‐2318 飯積447-2
607 北川辺 飯積 新井理容 理容業 0280-62-1182 飯積1353
608 北川辺 麦倉 ファッションタウンさいとう 寝具販売 0280-62‐2315 麦倉160-7
609 北川辺 麦倉 菅沼商店 各種食料品小売業 0280-62‐1233 麦倉145
610 北川辺 麦倉 小野田商店 燃料小売業 0280-62-2034 麦倉271-2
611 北川辺 麦倉 コーバン商店 各種食料品小売業 0280-62‐2117 麦倉144-2
612 北川辺 麦倉 セブンイレブン北川辺麦倉店 各種食料品小売業 0280-62‐3547 麦倉1190
613 北川辺 麦倉 山盛　そば店 そば店 0280-62-1829 麦倉1256
614 北川辺 麦倉 田中屋豆腐店 豆腐製造 0280-62‐1256 麦倉829-3
615 北川辺 麦倉 寿司勝 すし店 0280-62‐2567 麦倉1469-1
616 北川辺 麦倉 ㈲富士自動車 貸切バス 0280-62-5539 麦倉1940-1
617 北川辺 麦倉 石川商店 各種食料品小売業 0280-62‐1832 麦倉3721
618 北川辺 麦倉 ドラッグストア セキ　北川辺店 薬品・日用品 0280-61-2360麦倉1525-1
619 北川辺 柳生 山崎ファクトリー バイク等修理 0280-62-0478柳生1720-1
620 北川辺 柳生 ヘアーサロン ワダ 理容業 0280-62‐0348 柳生1733-3
621 北川辺 柳生 そば処　やまもと そば店 0280-62‐1931 柳生2052
622 北川辺 柳生 ㈲山岸自動車整備工場 自動車 0280-62-2320 柳生2052
623 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 柳生2001-6
624 北川辺 柳生 シェービング&エステRefle 理容業 0280-62-4702 柳生2065-3
625 北川辺 柳生 でんきのいなみ（ＥＣＯアクセスチェーン北川辺店） 電器店 0280-62-1741 柳生2002-5
626 北川辺 柳生 山口美容室 美容業 0280-62-0039 柳生2271-1
627 北川辺 柳生 ㈲福地自動車 自動車 0280-62-2508 柳生2563-1
628 北川辺 柳生 セレモニーホール北川辺 葬祭業 0280-62‐4611 柳生2776-1
629 北川辺 柳生 翠苑 飲食業（ラーメン） 0280-62-1543 柳生2781-12
630 北川辺 柳生 川魚料理　丸一 飲食業（うなぎ） 0280-62-2016 柳生2816

21 ページ



赤字はチラシ未掲載事業所
№ 地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号 所在地

2015/9/4現在
加須市得々お買い物券　利用登録店一覧

631 北川辺 柳生 ストアーかきぬま 各種食料品小売業 0280-62‐2037 柳生2824
632 北川辺 柳生 カットスタジオ　イシカワ 理容業 0280-62-2208 柳生2824
633 北川辺 柳生 山根材木店 材木 0280-62-2435 柳生2825
634 北川辺 柳生 新井商店 各種食料品小売業 0280-62‐2025 柳生2820
635 北川辺 柳生 御菓子司せきね 菓子製造 0280-62‐0002 柳生2821-1
636 北川辺 柳生 楽校 飲食業 0280-62-0880 柳生234
637 北川辺 柳生 レストラン音楽館 飲食業 0280-62-3888 柳生236-2
638 北川辺 柳生 いなみフォトスタジオ カメラ業 0280-62-2403 柳生2184-2
639 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 喫茶店 0280-62‐3231 柏戸5-3
640 北川辺 柏戸 針ヶ谷商店 各種食料品小売業 0280-62-0772 柏戸996
641 北川辺 柏戸 ボデ－ペイント上田屋 自動車塗装業 0280-61-2511 柏戸2004-1
642 北川辺 柏戸 ㈲服部工業所 住宅部品製造 0280-62-2257 柏戸2144
643 北川辺 柏戸 アテネ美容室 美容業 0280-62-2478 柏戸2178-2
644 北川辺 柏戸 米米トラベル 旅行業 0280-62-3940 柏戸2181-5
645 北川辺 向古河 割烹 うおり 食堂・レストラン 0280-62‐2510 向古河671
646 北川辺 向古河 Hair Park Ｒ２ 理容業 0280-62‐5085 向古河288-1
647 北川辺 向古河 長坂園 茶・タバコ小売 0280-62‐2168 向古河21-18
648 北川辺 向古河 あさひや商店 各種食料品小売業 0280-62‐1877 向古河16-5
649 北川辺 向古河 芳寿司 すし店 0280-62‐1990 向古河21
650 北川辺 向古河 ヘアーサロン タカハシ 理容業 0280-62‐1808 向古河387
651 北川辺 向古河 ㈲鈴木養魚場 魚加工 0280-62‐1151 向古河2371-1
652 北川辺 向古河 ＨＡＩＲ　ＣＬＵＢ　Ｊｕｎ 理容業 0280-62-0622 向古河2573-3
653 北川辺 向古河 印出自動車㈲ 自動車 0280-62-2556 向古河2602
654 北川辺 向古河 ラーメンハウス ラーメン店 0280-62-1211 向古河1253
655 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 向古河1258-1
656 北川辺 向古河 田島米店 米小売 0280-62-2203 向古河367
657 北川辺 向古河 ヘアースタジオＩＳＯ 理容業 0280-62-0678 向古河708-2
658 北川辺 向古河 ㈲枡田自動車 自動車整備 0280-62-1743 向古河1914
659 北川辺 向古河 ヘアーサロンドリーム 理容業 0280-62-2754 向古河1926-1
660 北川辺 伊賀袋 池田設備工業 建設業 0280-62-1493 伊賀袋397-31
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661 北川辺 駒場 喫茶ちょっくら　たかはし 喫茶店 0280-62‐0596 駒場491
662 北川辺 駒場 美容室マリヤージュ 美容業 0280-62‐3718 駒場461-9
663 北川辺 栄 おしゃれ美容室 美容業 0280-62-1371 栄224
664 北川辺 栄 小林酒店 各種食料品小売業 0280-62‐1649 栄304
665 北川辺 栄 小林商店 各種食料品小売業 0280-62‐1387 栄309
666 北川辺 栄 ㈲近藤自動車整備工場 自動車整備等 0280-62-2759 栄812-3
667 北川辺 栄 藤木畳店 畳 0280-62-1746 栄860-3
668 北川辺 栄 カワベ産業㈱ 清掃業 0280-62-1987 栄2890
669 北川辺 陽光台 長谷歯科医院 歯科 0280-62-2797 陽光台1-300-500
670 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 旗井205
671 大利根 旗井 籠宮商店 ｶﾞｽ･ｶﾞｿﾘﾝ等販売業 72-2021 旗井2059
672 大利根 旗井 カワセ理容室 理容業 72-5550 旗井88-11
673 大利根 旗井 剱持洋服店 洋服仕立業 72-2380 旗井1422-2
674 大利根 旗井 たけ美食堂 飲食業 72-2275 旗井254-2
675 大利根 旗井 ツカゴシ家電 家庭電気製品販売業 72-2331 旗井288-5
676 大利根 旗井 つるみや商店 菓子・雑貨等販売業 72-2406 旗井2089
677 大利根 旗井 手作り工房  ＰＡＮの笛 パン製造販売業 72-8677 旗井1780
678 大利根 旗井 Ｄｏｌｐｈｉｎ 美容業 72-7807 旗井2060
679 大利根 旗井 ﾍｱｰｻﾛﾝ　エモリ 理容業 72-2044 旗井210-4
680 大利根 旗井 ﾍｱｰｻﾛﾝ　なかじま 理容業 72-2747 旗井1896
681 大利根 旗井 手打ちそば　はぎの 飲食業 72-6288 旗井2026-2
682 大利根 旗井 ㈲金屋自動車 自動車 72-2040 旗井2360
683 大利根 旗井 林輪業 自転車修理販売業等 72-2757 旗井2378
684 大利根 旗井 和菓子の松美堂 和菓子の製造販売業 72-4827 旗井427-1
685 大利根 旗井 はちみつヘアーサロン 美容業 72-6628 旗井415-6
686 大利根 旗井 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ加須旗井西店 食料品等販売業 72-8711 旗井1689-1
687 大利根 旗井 ㈱ヒロセ 住宅設備・電気・水道工事 72-2452 旗井1899
688 大利根 旗井 中島工務店 大工 72-2265 旗井2424
689 大利根 旗井 ビューティサロンオキタ 美容業 72-3931 旗井425-14
690 大利根 旗井 坪井板金 建築板金 72-2765 旗井703
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691 大利根 旗井 割烹おおたに 割烹料理・宴会 72-4751 旗井920-2
692 大利根 旗井 ｍｉｏ鍼灸整骨院 鍼灸整骨 53-5368 旗井1743-2
693 大利根 旗井 割烹食事処　酒田 飲食業 52-6988 久喜市伊坂394-6
694 大利根 新川通 沼田(戸笈川魚店) 川魚販売業 72-3680 新川通232-1
695 大利根 新川通 壱企画（はなきかく） 米販売業 72-4512 新川通818-5
696 大利根 外記新田 大竹工務店 大工 72-2398 外記新田401-3
697 大利根 外記新田 ㈱インデ硝子 アルミ製建材、ガラス 72-4437 外記新田323-1
698 大利根 弥兵衛 （株）大利根造園 造園業 72-5536 弥兵衛202
699 大利根 弥兵衛 加納商店 食料品・雑貨等販売業 72-4328 弥兵衛451
700 大利根 弥兵衛 加納畳店 畳 72-2533 弥兵衛267
701 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 佐波258-1
702 大利根 佐波 ㈲小堀設備 水道工事業 72-3891 佐波335
703 大利根 砂原 高澤商店 和菓子製造販売 72-5171 砂原542
704 大利根 細間 ｶｯﾄｻﾛﾝ　Ｔ－ＷＡＶＥ 美容業 72-7874 細間235-3
705 大利根 細間 金子商店 食料品・雑貨等販売業 72-2622 細間438
706 大利根 細間 かきや 食料品販売業等 72-2625 細間698
707 大利根 細間 清俊環境開発 サービス業 72-1314 細間273-1-4-202
708 大利根 細間 ㈲齋藤自動車 自動車整備 72-3939 細間113-2
709 大利根 細間 小林水道店 水道工事業 72-3034 細間1166-1
710 大利根 道目 すし処　しま田 飲食業 72-5708 道目338-2
711 大利根 道目 ㈲石川住設 住宅設備工事 72-6255 道目404-2
712 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 道目1581
713 大利根 豊野台 沼口米菓㈱ おせんべい 72-6211 豊野台2-473-5
714 大利根 琴寄 （株）大塚建設 建設業 72-2977 琴寄1653-1
715 大利根 琴寄 （有）小林電気工事 電気工事業 72-2971 琴寄706
716 大利根 琴寄 ㈱ジェイ・クエスト大利根店 ガソリンスタンド 78-0502 琴寄35-4
717 大利根 北下新井 ＡＮＧＥＬ　ＭＯＴＯＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ 自動車 31-7702 北下新井427-1
718 大利根 北下新井 ㈱杉　大塚工務店 建設業 72-3321 北下新井685
719 大利根 北下新井 梅店 食料品・雑貨販売業等 72-3808 北下新井722-2
720 大利根 北下新井 大利根クリーニング商会 クリーニング業 72-2365 北下新井2048
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721 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 北下新井932
722 大利根 北下新井 （有）小林商店 米小売・精米業 72-2759 北下新井938
723 大利根 北下新井 志乃美容室 美容業 72-3309 北下新井794-4
724 大利根 北下新井 大衆食堂　三平 飲食業 72-1058 北下新井1688-4
725 大利根 北下新井 一大塚工務店 建設業 72-3277 北下新井2098
726 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 北下新井2118
727 大利根 北下新井 中央自動車工業 自動車 72-2483 北下新井370-2
728 大利根 北下新井 ㈲田村モータース 自動車 72-2180 北下新井386
729 大利根 北下新井 中島商店 食料品・雑貨販売業等 72-2064 北下新井400
730 大利根 北下新井 髪工房　悠 理容業 72-7165 北下新井704-6
731 大利根 北下新井 大東園 造園業 72-4027 北下新井1974-3
732 大利根 北下新井 ㈲豊和精機製作所 猟銃等販売修理 72-2183 北下新井214
733 大利根 北下新井 ㈱サン旅行センター 旅行業 72-3232 北下新井334-3
734 大利根 北下新井 ガレージ青木 自動車整備 72-3443 北下新井306-5
735 大利根 北下新井 鳥海塗装 塗装業 72-5118 北下新井290-2
736 大利根 北平野 田口デンキ 家庭電気製品販売業 72-2356 北平野62
737 大利根 北平野 ㈲小谷野工務店 大工 72-2439 北平野150-2
738 大利根 北平野 ㈲鳥海清人商店 ｶﾞｿﾘﾝ・石油販売業 72-3174 北平野318-2
739 大利根 北平野 ㈱中村製畳 畳 72-3027 北平野826-1
740 大利根 北平野 青鹿商会 自動車販売修理業 72-2792 北平野828-1
741 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 北平野856
742 大利根 北平野 ㈲平野電工社 電気工事 72-3084 北平野223-1
743 大利根 間口 きくや 食料品販売業等 72-2056 間口1143
744 大利根 間口 齋藤和雄行政書士事務所 行政書士 72-4534 間口1176-2
745 大利根 間口 サロン・ド・イーグル 理容業 72-2148 間口480
746 大利根 間口 パン工房　ｋｏｍｕｇｉ パン製造販売 44-9919 間口1259-8
747 大利根 新井新田 野中製麺工場 麺類製造小売 72-2604 新井新田235
748 大利根 北大桑 ﾍｱｰｻﾛﾝ　ＯＨＳＨＩＫＡ 理容業 72-2668 北大桑366-3
749 大利根 北大桑 塚越商店 食料品・雑貨販売業等 72-3169 北大桑215
750 大利根 北大桑 ㈲鳥海商店 ｶﾞｿﾘﾝ・食料品・雑貨販売業 72-3013 北大桑55-2
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751 大利根 北大桑 斉藤商会 自動車整備業 72-3011 北大桑60
752 大利根 北大桑 北埼玉自動車工業 自動車 72-5530 北大桑78
753 大利根 北大桑 レストラン　しいの木 飲食業 72-4685 北大桑189-1
754 大利根 北大桑 ハウスクリーニング秋山 清掃・リフォーム業 72-4690 北大桑203
755 大利根 北大桑 手打ちそば　八州 飲食業 72-5480 北大桑381
756 大利根 北大桑 吉田商店 食料品・雑貨等販売業 72-4646 北大桑408-1
757 大利根 北大桑 （有）真中製畳工業 畳製造業 72-3015 北大桑827-1
758 大利根 北大桑 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ大利根北大桑店 食料品等販売業 72-6577 北大桑612-1
759 大利根 北大桑 ローソン大利根北大桑店 食料品販売 72-8830 北大桑252-1
760 大利根 北大桑 ㈱くりの木加須店 ラーメン店 72-7766 北大桑240-1
761 大利根 北大桑 シャモジィ 卵販売 72-4141 北大桑822-6
762 大利根 北大桑 食堂カーちゃん 飲食業 52-0319 久喜市高柳2469
763 大利根 阿佐間 小川酒店 酒類・食料品等販売業 72-2024 阿佐間955
764 大利根 阿佐間 しまだ 洋品・雑貨等販売業 72-3012 阿佐間557
765 大利根 阿佐間 小高塗装 塗装業 72-8085 阿佐間598-1
766 大利根 阿佐間 吉田瓦店 瓦工事 72-3166 阿佐間470
767 大利根 阿佐間 高瀬自動車工業㈱ 自動車整備 72-4403 阿佐間180
768 大利根 阿佐間 橋場商店 食料品・雑貨等販売業 72-4332 阿佐間453
769 大利根 阿佐間 ﾍｱｰｻﾛﾝ　chou-chou 美容業 72-4406 阿佐間891-1
770 大利根 阿佐間 吉田寝具店 寝具販売業 72-3002 阿佐間1072
771 大利根 阿佐間 田中園芸 ｼｸﾗﾒﾝ生産直売 72-4401 阿佐間33-1
772 大利根 阿佐間 ㈲内山自動車 自動車 72-3335 阿佐間124-1
773 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 杓子木454
774 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 杓子木180
775 大利根 杓子木 野村商店 ガス等販売業 72-3038 杓子木187
776 大利根 杓子木 ㈲ウチダ 米他小売業 72-3021 杓子木220-2
777 大利根 杓子木 （有）ソミヤ電気 電気工事業 72-3070 杓子木305
778 大利根 杓子木 ㈱ヤマグチ　加須営業所 水道設備 72-6016 杓子木337-1
779 大利根 杓子木 吉羽肥料店 肥料等販売業 72-4037 杓子木515
780 大利根 杓子木 小林自動車 自動車 72-2634 杓子木516-2
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781 大利根 杓子木 ㈱関越トラベル 旅行業 72-3744 杓子木727-1
782 大利根 松永新田 しのざき理容店 理容業 72-3161 松永新田446
783 大利根 新利根 十勝甘納豆本舗　大利根店 和菓子製造販売業等 72-6466 新利根1-3-2
784 加須 大型店 ㈱東武ストア 総合スーパー 62-3311 中央1-1-15
785 加須 大型店 ㈱島忠 ホームセンター 61-4447 上三俣763
786 加須 大型店 Ｗｏｎｄｅｒ Ｇｏｏビバモール加須店 書籍販売 67-0168 下高柳1-29
787 加須 大型店 カワチ薬品加須店 ドラッグストア 65-6111 下高柳1-3
788 加須 大型店 スーパービバホーム加須店 ホームセンター 67-0911 下高柳1-7
789 加須 大型店 イトーヨーカ堂加須店 総合スーパー 62-7311 大門町20-58
790 加須 大型店 加須カタクラパーク 62-0821 大門町20-58
791 加須 大型店 カスミ　ビバモール加須店 総合スーパー 67-0333 下高柳1-29
792 加須 大型店 カスミ 花崎店 総合スーパー 66-2641 花崎北3-12-4
793 加須 大型店 ピアゴ大桑店 総合スーパー 66-3411 鳩山町10-10
794 加須 大型店 コジマＮＥＷ加須店 家電販売 63-3800 浜町1-8
795 加須 大型店 ㈱とりせん加須浜町店 総合スーパー 61-4669 浜町1-17
796 加須 大型店 ㈱ヤマダ電機　テックランド加須店 家電販売 48-5270 多門寺81-2
797 加須 大型店 ㈱ベルク加須久下店 スーパーマーケット 76-3300 久下4-43-8
798 騎西 大型店 スーパーセンタートライアル騎西店 スーパーマーケット 70-1155 根古屋648-1
799 大利根 大型店 カインズホーム大利根店 ホームセンター 78-2111 琴寄70
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