
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
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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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