
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
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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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