
№ 地区 詳細地区 事業所名 業種 電話番号 所在地
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
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
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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
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
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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
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
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