
　　　　　　　熊　　谷 フジクラ楽器 楽器販売、音響製作 花堤 五家宝きなこ

長島商店 米穀・介護用品 ＳＳＰ中村自動車 自動車販売、修理、ﾚﾝﾀｶｰ

ベルク赤城町店 スーパー 佐藤電器商会 家庭電化製品 杉田屋酒店 酒類食料品

クリーニングはせがわ　ベルク赤城町店 クリーニング Beauty  GARO 熊谷店 美容業

ウエルシア熊谷赤城店 ドラッグストア セイユウ熊谷店 酒・飲料販売

クリーニングはせがわ工場店 クリーニング AKIU ハウスクリーニング 丸橋商店 ところ天、こんにゃく類

串カツ田中 串カツ居酒屋 ファイブイズホーム　熊谷円光店 住宅販売

秩父観光興業 旅行業 石原住宅設備 水道設備 ゴルフパートナー熊谷円光店 ゴルフクラブ・用品の小売

高橋モータース整備工場 自動車、バイク整備販売 ＹＳＰ熊谷 オートバイ 第五企画 広告業

シロタ電器 家電販売、ﾘﾌｫｰﾑ、電気工事 茶の木や 菓子・ホワイトクリーニング取次 ドラッグストアセキ熊谷円光店 医薬品・化粧品等

紳士服のコナカ　熊谷店 紳士服、婦人服 テイクアウト.都味 キムチ、焼き鳥、唐揚げ

後藤衛生コンサルタント 総合環境衛生業 コジマ　コジマビックカメラ熊谷店 一般家電 ワークマン熊谷肥塚店 作業服等

BウェーブSHIＲＡI　熊谷店 家具 しまむら円光店 衣料品

張替え工房　風光る 襖・障子・網戸張替え CoCo壱番屋　熊谷石原店 カレー

ピッツァ　プリマヴェーラ ﾋﾟｻﾞを中心としたｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ メガネの南海堂　円光店 メガネ、補聴器

新井吉蔵商店 ガソリンスタンド 松本材木店 建築木材

青柳 和菓子 山屋酒店 酒、食料品、雑貨

ホンダニュー埼玉 車修理販売 井上クリーニング店 クリーニング 大麻生ゴルフ場 ゴルフ場管理、運営

山下モータース 自動車整備・販売 プラスタ福祉カレッジ 福祉スクール 煉創 ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ、外構工事

タキザワ 灯油・プロパンガス販売 すすきの 和食 ビーエム観光 一般貸切旅客運送業

和食レストラン　とんでん熊谷店 和食レストラン 昭和ガラス ガラス、サッシ工事

ニトリ熊谷店 家具・インテリア用品 熊谷ゴルフクラブ ゴルフ場 館乃　熊谷太井店 和食レストラン

日産サティオ埼玉北　熊谷店 自動車の販売・修理 サイクルシティー　KATO 自転車 ステーキガスト太井店 ステーキ＆サラダバー

La Vie en NAIL ネイルサロン いっちょう熊谷太井店 飲食店

がってん寿司　熊谷石原店 回転寿司 ドラッグストアセキ熊谷太井店 ドラッグストア

ニュー奈良屋 食品・お弁当販売・鮮魚 ヤマヤＥ＆Ｓ 機械工具の販売 王府 台湾料理

Harmonia 整体 読売センター熊谷中央 新聞販売業 リカリッシュ　熊谷太井店 酒販店

優勝軒　熊谷総本店 ラーメン サイクルショップしばさき 自転車 日本料理　いちまる祥 和食

イナダ電器販売　STEP石原店 家電 森川家具 家具製造、販売修理 細井輪店 自転車、バイク販売修理

MONTIZZA パスタ&ピザ セブンイレブン熊谷伊勢町店 コンビニエンスストア

並木工務店 木造家屋 タカヒロフーズ 麺類製造販売

福田畳店 畳 東部営農経済センター 農産物、農業関連資材 セブンイレブン熊谷大原店 コンビニエンスストア

くまがやれっかー 自動車販売・修理 野口石材店 石材

立石食品弁当センター 弁当センター おおぎやラーメン熊谷大原店 ラーメン

石原1丁目

石原2丁目

円光1丁目

円光2丁目

大麻生

太井

熊谷市産業振興部商工業振興課 　　☎048-524-1111（内線499）8：30～17：15（土日祝除く）

石原

赤城町3丁目

 曙町1丁目

 曙町2丁目

 曙町3丁目

　池上

伊勢町

今井

榎町

石原3丁目

大原1丁目

「まち元気」熊谷市商品券

登録店一覧
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フローリスト　ナカムラ 生花販売 洋服の青山　熊谷店 衣料品

ピエージュ　ドゥー 洋菓子店 ポーラ　ザ　ビューティ　熊谷鎌倉町店 化粧品・エステティック

ゆき美容室 美容業 ウイング小林 バイク小売、修理

セイシン 自動車販売・修理 メガネの南海堂　鎌倉町本店
メガネ、補聴器
コンタクトレンズ くまずだんごや 和菓子

陶芸・たぬまや 陶器・硝子器 くまがや江戸銀 寿司店

山田商店 燃料販売、住設工事 鍼灸マッサージ治療院くまもう 鍼灸・マッサージ

代島デンキ（STEP 代島店） 家庭電化製品 108お茶スタンド 飲食店 クマガヤスポーツ スポーツ用品

洋品　はとり 洋品 フランス料理　アコモデ フランス料理

以蔵 居酒屋 植竹製菓店 菓子

大七 そば、うどん トミオカ薬局 医薬品、化粧品、雑貨 マロウドイン熊谷「ヴォジュール」 フランス料理

沼尻モータース 車修理販売 時計・宝石・メガネ　タニダ 時計貴金属 マロウドイン熊谷「摩亜魯王洞」 中華料理

ベルク柿沼店 スーパーマーケット うなぎ川菊 鰻料理 荻野歯科医院 歯科診療

クリーニングはせがわ　ベルク柿沼店 クリーニング業 アルス画房 絵画材料 理容コヌマ 理容業

ケーヨーデイツー熊谷店 ホームセンター ヘアーブルー 美容室

本家かまどや柿沼店 弁当 鳥末本店 鶏肉、鶏卵 フローリストでい　銀座店 生花販売

アミィヘアー 美容業 美容室　CECIL 美容室

酒のやまや　熊谷柿沼店 酒の嗜好品の専門店 レストラン　アミュゼ フランス料理、イタリア料理 HAIR&MAKE J-GENIC 美容室

ファッション市場　サンキ熊谷店 衣料品 シノダ硝子店 サッシ、ガラス工事 大島屋　熊谷銀座店 居酒屋

100円ショップサンキュ　柿沼店 生活雑貨、食料品 蕎麦料理　加那や 飲食店(蕎麦) 小さな洋食屋　Bell Tree 洋食屋

筑波自動車商会 自動車整備・販売 クー整骨院 療術業

もみりょうじ鈴木 鍼灸マッサージ 山田サイクル 自転車販売等 ベルク　熊谷銀座店 スーパー

山岸畳店 畳業、ハウスクリーニング うどんそば味彩 うどん、そば、定食類 マツモトキヨシ　熊谷銀座店
医薬品、化粧品

健康食品、日用品

新栄塗装工業 住宅リフォーム ニットーモール

花材　Le Reve
プリザーブド・ドライフ

ラワー　教室・販売 金井商店 衣料品、寝具 ・（株）ヤオコー　熊谷ニットーモール店 スーパーマーケット

紀ノ国商事 不動産取引 ・茶の矢島園 お茶

スプラウト ファイナンシャルプランニング 田辺クリーニング店 クリーニング ・ガスト　熊谷ニットーモール店 ファミリーレストラン

ホテルシティーフィールド　かごはら ホテル、レストラン 山下家具センター 家具 ・グリーンパークストピック ファッション

アイ旅行企画 旅行業 仏壇の山下 仏壇 ・カルディコーヒーファーム 輸入食品

FELICE 美容室 農機センター 農機具 ・マツモトキヨシ 薬、化粧品

麺天　湯気家 ラーメン ・tutuanna インナーウェア・靴下

酒井建設 住宅リフォーム ・アルテスタ 印鑑・合鍵・靴修理

ホワイト急便　籠原駅南店クリーニング取次店 武州養蜂園　上之店 ﾊﾁﾐﾂ・ﾛｲﾔﾙｾﾞﾘｰ・ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ ・おしゃれ工房 洋服お直し

大久保畳店 畳製造販売 ヨシヒロ電器 家庭電化製品、住宅リフォーム ・ホワイト急便 クリーニング

成田スポーツ整骨院 整骨院 ・ベリテ 宝飾

駐輪場かごりん・アスムニカ 駐輪場・駐車場管理 カットハウス　さつき 理容業 ・めっちゃバナナ バナナジュース

ヘアースポット　アクティブ 理容業 須賀利三商店 畳 ・ﾙ　ｺﾝﾄ　ﾌﾞﾙゥ スイーツ

サンユー情報 結婚相談 ラケットショップサンワ スポーツ用品 ・マリオンクレープ クレープ

ミカド薬局 医薬品、化粧品 おうちサポートかねこ 家電製品 ・ミスタードーナツ ドーナツ

扇屋 そば、うどん セブンイレブン熊谷上之店 コンビニエンスストア ・サンマルクカフェ カフェ

梅林堂　籠原南店 和洋菓子 若山電工 電気・空調工事 ・ラフィネ マッサージ

ビューティ　ブランコ 美容室 米沢商店 ガソリンスタンド、プロパンガス ・スマホグッズ館Zakka-town 雑貨

全身バランス整体＆スクール　い～じぇぃ 整体業 シマダ化粧品店 化粧品 ・東京スターメガネ メガネ

忠屋本店 お弁当販売、配達 山中商店 住宅リフォーム ・オオハシ ファッション

ILLマルミヤ金物店 鍵専門店・販売工事 クリーニングはせがわ　上之店 クリーニング ・HAPiNS 雑貨

ウエルシア熊谷籠原南店 ドラッグストア ベルク上之店 スーパーマーケット ・THREEPPY 雑貨

マツモトキヨシフォルテ上之店
医薬品、化粧品

健康食品、日用品 ・The Green Tara 天然アクセサリー等

食堂いわ瀬 ふらい焼、焼きそば セブンイレブン熊谷成田店 コンビニエンスストア ・ABC-MART 靴

月うさぎ うどん クリエイトS・D熊谷上之店 ドラッグストア ・ラパックス 鞄

柿沼畳店 畳 ユーアンドユー 土木・建築業 ・NCWill アクセサリー

中島五嘉宝店 五家宝、干菓子 熊谷清掃社
一般廃棄物収集

浄化槽管理 ・ザ・クロックハウス 時計

岡部寝具店 和洋寝具 マリートパーズ 結婚相談所 ・シューラルー ファッション

西京屋 食肉、惣菜 ユニ電気工事 電気工事業 ・ライトオン ファッション

大原2丁目

大原4丁目

小曽根

柿沼

籠原南1丁目

籠原南2丁目

籠原南3丁目

鎌倉町

上川上

上中条

上奈良

上之

河原町1丁目

河原町2丁目

銀座1丁目

銀座2丁目

- 2 -



・ネイルサロン　H＆S ネイル 居酒屋　四季 飲食店 呑福 飲食店

・自由が丘まるやま 着物 大衆割烹　車屋 割烹

・新星堂 CD/DVD コープみらい　コープ熊谷店 食品 トヨタレンタリース埼玉熊谷駅前店 レンタカー

・山野楽器サウンドクルー 楽器、楽譜 和とう　肥塚店 和食 美食軒　熊谷駅店 台湾料理

・はせがわ　 神仏具 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋熊谷駅店 カレー

・ノジマ 家電 十万石ふくさや　熊谷店 和洋菓子

・パシオス ファッション 美容室エスプリ 美容室

・エースコンタクト コンタクト シャディダイコクヤ　熊谷店 ギフト用品 進学塾　SOCRA&jr. 学習塾

・ロベリア ファッション イエローハット　熊谷店 タイヤ・自動車用品 美容室ｓｈｉｍａｎｏ 美容全般

・ユザワヤ 手芸用品 焼肉　牛角　熊谷店 焼肉

・ラグアージュ 美容業 金井産業
　　　住宅リフォーム
ハウスクリーニング

・髪風 美容業 近江屋酒店 酒類

・ザ・ダイソー 生活雑貨 パーネデリシア熊谷店 パン、菓子 髙野歯科医院 歯科診療

・ソユーゲームフィールド ゲームセンター 洋食・喫茶　PUBLIC　DINER 洋食・喫茶 Hair&Make isuzu 美容業

・ＪＴＢリノンツーリスト熊谷ニットーモール店 旅行業 D＆DEPARTMENT SAITAMA by PUBLICDINER 飲食業・日用品販売 ハイドパーク 美容業

Edu：エドゥ　肥塚店 玩具 ビッグアイ 寝具・タオル

焼肉　ログ亭 焼肉屋 草木万里野　熊谷店 カフェ・ダイニングバー

あす香 貸衣装、写真スタジオ Ｓｏｂａ　de Café　とら吉 そば・カフェ 市田屋商店 酒類、食料品、雑貨

セブンイレブン熊谷銀座3丁目店 コンビニエンスストア かつはな亭　熊谷店 とんかつ店 吉野家17号線熊谷佐谷田店 牛丼

しゃぶ葉熊谷銀座店 しゃぶしゃぶブッフェ 赤から　熊谷店 居酒屋 とうげ 宴会、仕出し

クリーニングはせがわ　銀座店 クリーニング 電髪倶楽部　zest 美容業 池ちゃんラーメン ラーメン

エネスタ熊谷 ガス機器・住宅設備機器販売 電髪倶楽部　chanty 美容業(ネイル) 小澤工務店 工務店

ダンディーサロン石川 洋服店 ガスト　熊谷肥塚店 ファミリーレストラン 富岡工務店 工務店

薬膳火鍋　豚湯 飲食店 戸田書店熊谷店 書籍、雑誌 いのまた工務店 工務店

grin 美容業 熊通自動車興業 自動車整備業

パティスリーガラ 洋菓子店 Restaurant&Bar Ercoｌe レストラン 久保造園土木 建設業

オートグラス中沢 自動車ガラス販売、修理

ドラッグストアセキ熊谷銀座店 医薬品・化粧品等 Artigiano イタリア料理 マルキン本舗　熊谷店 ラーメン

山本美創 看板広告業 タイヤガーデン熊谷 自動車タイヤ

小島製菓 菓子 花の店　イエローフラワー 生花・園芸 ボデーショップ 田 自動車整備・車体整備業

ベーグルCafé KuMaNaKa 飲食店・菓子 熊谷青果市場内ふるべるアイスキャンディ店舗 青果．加工品

K'ｓウィンストン 墓、石材・バスタブ再生、クリーニング 埼玉トヨペット　熊谷肥塚支店 車販売・修理 埼北水産 海水産物卸

ROOT　MOTORCYCLES オートバイ整備、販売 大戸工業
ｱﾙﾐｻｯｼ製作販売

リフォーム 采帆久亭 日本食

ＹＯＴＯ エステ業 勝田自動車商会 自動車解体、中古部品

甲和オートサービス 自動車販売 東京とんこつ　とんとら熊谷店 ラーメン らーめん　えん者 ラーメン店

トヨタレンタリース埼玉熊谷店 レンタカー デザインオフィス　マックス ホームページ制作 大衆食堂　加賀家食堂 定食

シャトレーゼ熊谷店 和洋菓子販売 ベルク佐谷田店 スーパーマーケット

門叶畳店 畳製造 PUBLIC　SWEETS　TART＆PIE 製菓店 ウエルシア熊谷佐谷田店 ドラッグストア

美容室トレビアン 美容業 スーパーオートバックス　熊谷 自動車用品 らぶりーペットパーク熊谷
愛玩用動物の火葬

納骨、供養

森田住宅設備機器
ＬＰｶﾞｽ及び住宅設備

機器販売、工事 バーバー新里 理容業 タイヤ館　熊谷 タイヤ、自動車用品

ヒロ美容室 美容室 築地住建 建築、土木設計施工

窓やドアの専門店　斉藤硝子店 硝子、サッシ 井上土建 土建業

読売新聞籠原南センター 新聞販売業 Mt.Blue 自転車販売・修理 紅葉屋本店 菓子

JA熊谷　ふれあいセンター久保島店 農産物、農業関連資材 熊谷構内タクシー タクシー ホテルガーデンパレス・レストラン ホテル内レストラン

西部営農経済センター 農産物、農業関連資材 寿司金太郎 寿司店 三和自動車 自動車整備

籠原タクシー タクシー ナポリの食卓　熊谷店 パスタ&ピザ 山口建設 建設業

武州養蜂園　久保島店 ﾊﾁﾐﾂ、ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ、ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ 電髪倶楽部　美膳 美容業 杉浦商店 LPガス

ネッツトヨタ東埼玉　マイネッツ熊谷 自動車販売・整備 旬菜茶房みかわ　熊谷本店 和食レストラン 読売センター熊谷南部・大里店 読売新聞の販売、送達業

ミスタータイヤマン熊谷西店 タイヤ販売、車検整備、自転車 セキチュー熊谷小島店 ホームセンター 東食 綜合食品卸

人形の島田 三月人形 五月人形　正月飾り 梅澤剣道具 剣道用品販売、修理、製作

ル・コント・ブルウ 洋菓子 コープみらい　コープデリ熊谷センター 食料品他配送

くすりのタイヘイ 薬品 フローリスト華 生花店

小島

桜木町1丁目

桜木町2丁目

桜町1丁目

桜町2丁目

佐谷田

四方寺

下川上

銀座3丁目

銀座4丁目

銀座5丁目

銀座6丁目

銀座7丁目

久下4丁目

久下

久保島

肥塚1丁目

肥塚2丁目

肥塚3丁目

肥塚4丁目

肥塚
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熊谷Dream緑化ガーデンセンター 庭園資材、ｴｸｽﾃﾘｱ商品 すたみな太郎　熊谷バイパス店 バイキングレストラン 焼き鳥　さつき屋 居酒屋

オートボデー堀口 自動車鈑金塗装 ケーズデンキ　熊谷店 一般家電 居酒屋　蓮　熊谷駅前店 居酒屋

トイザらス熊谷店 玩具・ベビー用品 マチルダ イタリア居酒屋

アダチ技建 畳工事一式、ﾘﾌｫｰﾑ 目利きの銀次　熊谷駅前店 居酒屋

のうカフェ 飲食店 熊谷きなこ屋 五家宝 土間土間　熊谷駅前店 居酒屋

熊谷塩ホルモンななリン屋 飲食店 imu hair design 美容室 炭焼きソーセージ酒場　２KADO 居酒屋

パナピット　ヤマモト 電化製品 黒田文具店 文具

ベルク玉井店 スーパーマーケット ROCKET SHIP 洋服、帽子

増田自動車 自動車 Udon Dining Minori（ うどんダイニングみのり） うどん

タイヤショップマーク熊谷店 タイヤ 酒悦 居酒屋

レストラン　パッソ レストラン 味千両 和食店

大正屋本店 酒類販売 アスカ自動車工業 自動車板金塗装 PANACEE オーセンティックバー

宝石のヤナセ 宝石、貴金属 とらえもん 居酒屋

サンドラッグ　籠原店 ドラッグストア 古郡ホーム　熊谷デザインオフィス 住宅・リフォーム 月わさびっ 居酒屋

ヤオコー　籠原店 スーパーマーケット メガネフラワー熊谷店 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器 あかつき 居酒屋

シャンブル籠原店 衣類・雑貨 メガネのイタガキ 熊谷店 メガネ・補聴器 FRUITFUL　COFFEE 喫茶店

アベイル籠原店 衣類・服飾雑貨・くつ Raclette＆Pasta 812 イタリアン居酒屋

かごはら自動車学校 自動車教習所 サン旅行開発 旅行代理店 はきもの　岡安 履物

山口板金塗装 自動車板金塗装 ドラッグセイムス熊谷中央店 医薬品・化粧品 江戸前がってん寿司　熊谷北口店 寿司店

かつ敏　かごはら店 とんかつ店 食堂るー 飲食店

海鮮・釜めし・個室宴会　北はち 和食店 トミオカ薬局 箱田店 医薬品 やきとり千串屋　熊谷店 飲食店

プリーモ　チーズ　カフェ イタリアンレストラン ファイブイズホーム　熊谷東店 住宅販売 鶴乃 おでん

車検のコバック籠原店 自動車整備 居酒屋　湊や 居酒屋 ＢＡＲ　すごもり ショットバー

食彩館マルシェ　籠原店 スーパーマーケット 小僧寿し　上之店 寿司 アズ熊谷

海鮮どんさん亭　籠原店 居酒屋 ・ハースブラウン パン

おうちサポート　つねみ 家電 やきとり大吉　熊谷中央店 やきとり ・リーソ＆リーソ 菓子

佐登美屋 うどん・そば ・ニュークイック 精肉

中華料理　柚陽　ＹＵＺＵＨＡＲＵ 中華料理 とんふみ　熊谷肥塚店 レストラン ・リーソリカー 酒類販売

温盛の台所　えんがわ 居酒屋 TSUTAYA雀宮店 書籍・レンタル ・八百心 青果

・武州養蜂園 ハチミツ製品

アイラブハッピー リフォーム ジェームス　熊谷月見店 カー用品 ・丸山園 茶・海苔

ナカニシデンキ　チェーン熊谷店 家電製品 ・吉川水産 鮮魚

ナカニシトルテ 食料品 読売センター　熊谷東部 新聞 ・フロプレステージュ 洋菓子

出川屋 和菓子 MINI MINI ホルモン焼とお酒処 ・とりせい 焼き鳥、惣菜

吉岡の里　たまごファーム 卵 キングアンバサダーホテル熊谷 ホテルサービス業 ・マツモトキヨシ　熊谷駅ビル店 医薬品、健康食品

クリーニングはせがわ　筑波町店 クリーニング ・Ｔ-マルシェ 食料品

トヨタレンタリース新埼玉　熊谷北大通り店 自動車賃貸（ﾚﾝﾀｶｰ、ｶｰﾘｰｽ） サイクルベースあさひ熊谷店 自転車販売 ・むすんでひらいて 惣菜・弁当

藍屋　熊谷店 レストラン ・美食亭 中華(惣菜・弁当)

ノムラ宝石 宝石 ドッグサロン Chantille ペットサロン ・サマンサモスモス 婦人服

珈水亭　銀座店 喫茶 ピーアイピー 各種印刷、出版 ・スーツセレクト 紳士服・婦人服

はし本商店 酒類小売業(全国地酒) 電髪倶楽部　street 美容業 ・スリーコインズ 生活雑貨

ウスキングベーグル ベーグルパンの製造小売 ・ウィズダム 婦人服

折原硝子店 サッシ、ガラス販売、取付 K'sセレクション 婦人服販売 ・ハニーズ 婦人服・服飾雑貨

・シャンドエルブ 化粧品雑貨

ソメヤ 絹布捺染加工 近畿日本ツーリスト首都圏熊谷支店 国内及び海外旅行 ・ｓmacolleアズ熊谷店 iphone修理

GRAN CLUB スポーツ施設提供業 ヘアー＆メイク　シャワー 美容業 ・HARMONICA 婦人服

ヤジマメンテナンス 空調設備業 そば処　木村屋 うどんそば ・ベリテ 宝飾品

熊谷オフィス　レンタル会議室 レンタル会議室・レンタルオフィス ・ファンケル 化粧品・健康食品

学校制服キャンパス・サンジュウキュウ 中学・高校学生服 YUTORI no SALON エステティシャン養成スクール ・イッツデモ ファッション雑貨

ちゃくちゃくちゃく熊谷2号店 リユースショップ 北海道　花の舞　熊谷店 海鮮居酒屋 ・ブルーブルーエ ファッション雑貨

焼肉セナラ　熊谷店 焼肉店 季ノ膳 居酒屋 ・グランサックス バッグ

大衆焼肉飯店　熊谷新風 焼肉店 ビューティラグゼ　Kｉｒｅｉ 健康・美容 ・ルーム＆ルーム 寝具・タオル

下奈良

下増田

拾六間

末広1丁目

末広2丁目

末広3丁目

末広４丁目

瀬南

代

高柳

玉井1丁目

玉井7丁目

玉井

中央1丁目

中央2丁目

中央3丁目

中央4丁目

中央5丁目

月見町2丁目

筑波1丁目

筑波2丁目
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・JINS メガネ 酒菜工房　禅や 居酒屋 奈良電器 電気工事、管工事

・アースミュージック＆エコロジー 婦人服 （株）トヨタレンタリース埼玉　熊谷駅正面口店 レンタカー、カーリース

・beady 婦人服 トラットリア　カンナバーロ イタリアンレストラン ミクスト ネジ、機械工具他

・アリン 婦人服 かちどき 居酒屋 石山商工 建設資材の販売及び施工

・お直しピット お直し GAPPOLINI ピッツァ＆イタリアンドール 清水アーネット 機械工具、LED照明販売

・カールヴァン ファッション雑貨 高橋自転車預り所 自転車預かり

・ジーユー 衣料（ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ） canterbury/ARUKAS スポーツショップ Cinnamon　cafe カフェ

・アイシティ コンタクトレンズ RECEBO レストラン＆スペインバル 金井タタミ店 畳製造販売

・登利平 和食レストラン ＴＨＥ　ＭＡＮ　ＷＨＯ 中古衣料 焼とり大吉熊谷店 焼き鳥居酒屋

・レストラン珈水亭 カジュアルレストラン 福寿や 居酒屋 カイロプラクティック ｒｉｒｅ カイロプラクティック

・サイゼリヤ イタリアンレストラン 畳ヤマギシ本店 畳工事 、室内内装 八木橋百貨店 百貨店

・さくら水産 居酒屋 シマムラ電機 電気工事、設備工事 メガネの南海堂　八木橋店 眼鏡・補聴器

・はっかい 鉄板焼き ショコラティエ・アヌーク ﾁｮｺﾚｰﾄ専門店 文具クラブ 文具、事務用品 ｽﾁｰﾙ家具

・ビューティータナカ 美容室 セブンイレブン　熊谷駅東通り コンビニエンストア

・PLACE COFFEE 珈琲 熊谷通運（株） 倉庫、運輸 埼北昭和アルミサッシ販売　一新助家　熊谷店 住宅関連商品販売、ﾘﾌｫｰﾑ

アズセカンド くすりセイジョー　熊谷駅前店 ドラッグストア ラーメン永華 ラーメン 、定食

・くまざわ書店 書籍・文具 ティアラ２１ 家具のカナケン 家具

・スターバックスコーヒー 飲食（喫茶） ・無印良品 生活雑貨、衣料、食品 塚本商店 食料品、ｱﾙｺｰﾙ類

・100円ショップ　キャンドゥ 生活雑貨 ・１ｓｔ　フローリスト 生花 そば処  尾張屋 うどん、そば

・ケイズデイト　ノベ 時計 ・Seria 生活雑貨

・王様のお菓子ランド 菓子 ・わくわく広場 農産物、加工食品 古伝ニシダ飴 飴菓子

アズロード ・ドコモショップ熊谷店 携帯電話 ヘアサロンあおぞら 理容業

・梅林堂アズロード店 和洋菓子 ・アイメガネ熊谷ティアラ店 メガネ、コンタクト 手打ちそば　良庵 そば

・さわた 和洋菓子 ・any FAM 衣料(レディス・キッズ) 梅林堂ラグビーロード店 和菓子洋菓子

・十万石 和菓子 ・アプリーレ 衣料(レディス)

・サンエトワール パン ・ROOT 衣料(メンズ・レディス) ドラッグセイムス熊谷中西店 医薬品・化粧品

・紅葉屋本店 五家宝 ・ミルフローラ ジュエリー

・中華食堂日高屋　熊谷駅店 飲食（中華） ・Aroma Bloom
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｸﾞｯｽﾞ

生活雑貨 hair HIRO 中西店 美容室

アズイースト ・Re.Ra.Ku リラクゼーション 酒舗飯富 酒類

・ドトールコーヒーショップ 飲食（カフェ） ・any SiS 衣料(レディス) 御菓子司　花扇 和菓子

・とんかつ和幸 飲食（とんかつ） ・Honeys 衣料(レディス)

・若鯱屋 飲食（和食） ・PETIT PAS 靴下、雑貨 丸源ラーメン熊谷新島店 ラーメン

・カプリチョーザ 飲食（イタリア料理） ・T.G.C メガネ グリルK熊谷店 ハンバーグ専門店

・そじ坊 飲食（そば酒坊） ・BUNKYODO 書籍、文具、雑貨 スギドラッグ熊谷新島店 ドラッグストア

・吉祥寺　菊屋 和食器・生活雑貨 ・PUBLIC CULTURE カフェ、バー ファイブイズホーム　熊谷新島店 住宅販売

・上島珈琲店 珈琲 ・Labios 雑貨、コスメ あかねや食堂 定食・釜飯・弁当

・スミレ食堂 中華そば ・B・BRIDGE 衣料(レディス) エネオス　熊谷北 ガソリンスタンド

・ビューティーアイラッシュ まつ毛エクステ ・Feroux 衣料(レディス) ひさの酒店 酒類

・モミアンドトイズ クレープ ・スポーツ　スパ　アスリエ　熊谷 会員制スポーツクラブ

・大戸屋 定食 ・シネティアラ２１ 映画館 デンキチ熊谷本店 家電製品

・からだファイン マッサージ ガスト　籠原店 ファミリーレストラン

カヌマ電気商会 家電販売、修理 バーミヤン籠原店 中華レストラン

大衆酒場　十一屋 居酒屋 中央タクシー タクシー ヘアーサロンたかはし 理容業

ラッキーベーカリー 菓子 籠原駅南口　三好屋 居酒屋

ダイニング酒場　優 居酒屋 ハートリフォーム
外壁、屋根塗装

ｴｸｽﾃﾘｱ、ﾘﾌｫｰﾑ ハタヤスポーツ熊谷店 スポーツ用品

バッチコイ酒場　まるちゅう 居酒屋 とんや食堂 食堂 のんき屋精肉店 精肉

PANACEE　Shirafuji オーセンティックバー ダスキントップ 清掃用品・清掃 イーサイト籠原

居酒屋半次郎 居酒屋 ムトーセーフ 業務用家具、什器 ・タリーズコーヒー カフェテリア

季節料理　磯野 居酒屋 ・中華食堂　日高屋 中華

鳥料理　鳥きち 鳥料理 玉章堂 文具・事務用品・事務機器 ・100円ショップ　キャンドゥ 生活雑貨

めがねのエコー
メガネ補聴器

コンタクトレンズ エルム室内 総合室内装飾品の仕入れ

販売、設計及び施工工事 メンズサロン８１０ 理容業

創作酒房　吉左右 居酒屋 ヤマソウ 畳材料卸売業 レストラン　とんふみ 飲食業

新堀

筑波3丁目

戸出

問屋町2丁目

問屋町3丁目

問屋町4丁目

仲町

中奈良

中西1丁目

中西2丁目

中西3丁目

新島
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カフェ・セイカ カフェ くまがや農業 農産物、農業関連資材 Ｒｉｙｏｎ 珈琲豆、陶器

おおぎやラーメン熊谷籠原店 ラーメン JA熊谷　ふれあいセンター箱田店 農産物、農業関連資材 セキグチシステム販売（株）　熊谷営業所 OA・事務機器・事務用家具

読売新聞　籠原北センター 新聞 だんごのたかの　熊谷店 だんご 朝日新聞籠原販売 新聞販売業

relaxation Abeaurim リラクゼーション

田口時計メガネ店 時計、メガネ、宝飾品 萎沢文左衛門商店 米穀、プロパン、灯油 漢方薬局　慈恵堂 医薬品、漢方

福　理容室 理容室 田嶋米穀店 米穀 鳥金 鳥肉卵

國分工務店 住宅、リフォーム ブランド　アクア ブランド品販売・買取 星川美容室 美容室

ゆくるコーヒー コーヒー豆販売 美容室 Pure 　　　　　　　　美容室 ビーンネット ＰＴＯ印刷タイプ

佐藤塗装 塗装、リフォーム 梅林堂　箱田本店 和洋菓子 ホシカワカフェ カフェ、コーヒー豆販売

満願堂 フライ、焼きそば 東自転車店 自転車販売、修理 まるこう とんかつ

カインズ熊谷籠原店 ホームセンター 髙橋医科器械店 福祉用具販売、介護用品ﾚﾝﾀﾙ 自然食料理処　田べい 和食

シノン洋菓子店 洋菓子 沙織 居酒屋 こくみんデンキ 家庭電化製品

ダイレックス　籠原店 ディスカウントストア 東京マシンセンター 機械工具・電動工具 ブライダルプラザとしま 貸衣装、スタジオ

睦モーターズ 自動車整備、車検 ばらや 和菓子 清の家 料理店

魚民　フレスポ籠原店 居酒屋 hair HIRO 箱田店 美容室

セブンイレブン熊谷新堀店 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ ＮＯＢＥ 時計、宝石小売

Gill Cheese Kitchen812 ダイニングバー 魚竹食品 鮮魚 ココアイランド 食料品販売

信波屋本店 和・洋各種食事 明治牛乳箱田販売所 牛乳乳製品 あばら家　熊谷店 居酒屋

山幸建商 建築金物 ウエルシア熊谷箱田店 医薬品等 カーヴ隠れや　熊谷店 居酒屋

てっぺい 居酒屋 美容整体　楚々 整体

ヘアーサロン　ましこ 理容業 セブンイレブン　熊谷原島店 コンビニエンスストア お好み焼きKANSAI熊谷星川店 お好み焼き

エコプラン
塗装、板金

内装工事（住宅ﾘﾌｫｰ
ﾑ）

やきとり　桃太郎 居酒屋

カットステージ　トライアル 理容業 ナイジェル 自動車販売 梵天 婦人雑貨

マミーマート籠原店 スーパーマーケット オートクラブ　カーメル
自動車販売、修理

損害保険代理店 ハル理容院 理容業

パシオス籠原店 衣料品 ジョイカル熊谷中央店
自動車販売、整備
車検・板金塗装他 有機食品の店　まんま 有機農産物

茶の矢島園　籠原モアショッピングプラザ店 お茶 オカトミ 建築業 紅龍 ラーメン屋

寿司処  ほりぐち 寿司 ヤマダ電機熊谷本店 家電 中村写真館 写真撮影

蔦屋書店　熊谷店 書店、レンタル 小沢自動車 自動車修理 横山酒店 酒類

丸山電機商会 電気器具 ジュエル・ガーデン嵯峨野 宝石・貴金属

マツモトキヨシ　かごはら南店
医薬品、化粧品

健康食品、日用品 セブンイレブン熊谷本石1丁目店 コンビニエンスストア

ベルクかごはら南店 スーパーマーケット ファミリーマート熊谷平戸店 コンビニエンスストア 絹屋衣裳総本店 写真館、ヘアー着付け

ダスキン　平戸支店 ダスキンレンタル 寝装館のぼりや 寝具

Hair Salon YOU 理容業 パナハート　クリハラデンキ 電化製品 クリーニングはせがわ本店 クリーニング

天田屋本店 日本酒専門店 堀井歯科医院 歯科診療

根岸建設 建設業 熊谷・ふじのこし・うどん うどん、そば食堂 フタバ美容室 美容

ベルク 広瀬店 スーパーマーケット ヘアーファクトリー　モルティアカーサ 理容業

満る岡 川魚割烹、うなぎ クリーニングはせがわ　ベルク広瀬店 クリーニング業 宇田川印房 印章、ゴム印

ヤナセ写真館 写真撮影 マツモトキヨシ　熊谷広瀬店
医薬品、化粧品

健康食品、日用品 ハンダ薬局 医薬品

白根設備 水道工事 スープカリーおにっこ スープカレー 玉屋商店 靴の小売

バーステイ箱田店 子ども服 ドラッグストアセキ熊谷広瀬店 医薬品・化粧品等 田中屋化粧品店 化粧品、美容器具

ヤオコー　熊谷箱田店 スーパーマーケット AOKI'　熊谷店 メンズ、レディース商品 アプランティ フランス料理

スギドラッグ熊谷箱田店 ドラッグストア たなかじま家具店 家具 カノーヤ仏壇 仏壇

小谷野塗装 塗装業

熊谷環境衛生 清掃業・一般廃棄物収集・運搬 小辻設備工業 リフォーム工事 omote for hair 理容業

イゲタムセン電化システム 家電販売、修理 花長 生花小売

ウエルシア熊谷箱田二丁目店 ドラッグストア さわた 籠原別府店 和洋菓子 イオンリテール イオン熊谷店 ショッピングセンター

ウエルシア熊谷籠原店 医薬品等 イオン熊谷店　専門店街

ジュエリー浪漫館　ドゥノグチ 宝飾品の販売、修理 ・マクドナルド ハンバーガー

島田畳店 畳店 カットショップ　ファミリー 理容業 ・ケンタッキーフライドチキン フライドチキン

辻九 そばうどん ・砂場 そば

創作懐石　矢ない 日本料理 ・サイゼリア イタリアンレストラン

美容室青い鳥 美容業 ・イオンペット ペットショップ

箱田6丁目

箱田7丁目

原島

平戸

新堀新田

西別府

箱田1丁目

箱田2丁目

箱田3丁目

箱田4丁目

箱田5丁目

広瀬

別府1丁目

別府3丁目

別府5丁目

星川1丁目

星川2丁目

本石1丁目

本石2丁目
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・ホワイト急便 クリーニング 小島商店 酒類、LPガス、灯油 美工 記章類

・おしゃれ工房 洋服のお直し 珈健堂茶店 レストラン 小島時計店 時計貴金属

・drug stores SHOP レディスファッション 三光石油 ガソリンスタンド

・レディースファッションオオハシ　 婦人服 大久保自動車 自動車修理 埼玉家電 家電．小売

・バックショップモア 鞄、婦人衣料 スパイシーベジーカレー カレー屋 ミキデザイン設計 住宅リフォーム

・COCO COLOR ヘアカラー専門店 カットショップ　ブロス 理容業

・エスティフル エステティック まるかんのお店　熊谷ロイヤルホテルすずき店 サプリメント

・アシーネ 書籍 熊谷テスター 予備車検場 旬彩ダイニング浪漫 飲食店

・パティズ アクセサリー雑貨 オリケイ 包装資材 新川屋 和洋酒食料品

・ザ・ダイソー 生活雑貨 クリーニングはせがわ　宮前町店 クリーニング

・ネイルスタジオ　チアキ ネイルショップ ティーエムクリニック 診療所、健診事業 秋山商事 飲食サービス業

・PALO ゲーム・アミューズメント 権田酒造 清酒醸造 ブロッサム熊谷店 美容業

・キッズUSランド 室内子どもの遊び場 Ｍ＆Ｒる～む 福祉グッズ製造、販売 セブンイレブン熊谷宮前町2丁目店 コンビニエンスストア

・イオンシネマ 映画館 ベル自動車 車修理販売

天ぴん熊谷店 宅配弁当・惣菜 日産サティオ埼玉北　篭原店 自動車の販売・修理 コスメティックハウス　おとめや 化粧品等

カノーヤ仏壇家具美術 仏壇、美術品、家具 日産サティオ埼玉北　のりもの市場 自動車の販売・修理 平成産業 建築、土木資材販売

理容　金床 理容業 日産サティオ埼玉北　篭原サービス工場 自動車の販売と修理 サクラ堂薬局 薬局

アトリエFINE 体験教室(食器装飾他) セブンイレブン熊谷宮本町店 コンビニエンスストア

電髪倶楽部　本店 理容一般 池田デンキ 家庭製品小売・修理 荒川青果 青果物食料品

菜ずな 居酒屋 籠原酒場　こぐんち 居酒屋

スポーツショップスズキ スポーツ用具、用品 大らーめん　福龍 ラーメン 衣類のお医者さんCHAM熊谷店 クリーニング

ケージーエム 総合建設業

タナベ リノベーション・リフォーム メガネのタグチ 眼鏡販売 ちゃくちゃくちゃく熊谷店 リユースショップ

人形の長野屋 人形店 加藤卓商店 ガソリンスタンド 千野行政書士事務所 行政書士

パッケージプラザ　ミヤカワ 包装資材

坂田薬局 医薬品、化粧品 生鮮＆業務スーパー熊谷店 スーパー ハウスデンキ 電気工事

カネイチ お惣菜 岡部工務店 総合建設業 吉岡の里　たまごファーム 卵

お茶の小此木 銘茶

絹屋総本店 ｵｰﾛﾗ染、和洋装品、呉服 シルクハウス クリーニング 熊谷ストリングス 弦楽器の修理・販売

蛇の目ミシン工業　熊谷支店 ミシン bi FIELD 美容業 Takumi～匠～ イタリア料理

中村屋糸店 糸、ボタン ＨＡＩＲ　ＣＲＡＺＹ　ＴＯＰＳ 美容業 ドーンデンキ 家庭電化製品

相沢屋 米穀 スポーツショップオーツキ スポーツ用品

杉浦書店 書籍、雑誌 菓子司　三河屋 和洋菓子

釜藤金物店 金物計量器 大川屋商店 酒類、食料品 加島屋 酒類

小林旗店 旗、幕、のぼり 文具のキジマ 事務機文具 うなぎ　廣川 鰻蒲焼き鯉

タニタ楽器 楽器、レコード 上海楼 中華料理 ＰＲＥＧＯ パスタ・ピザ

学生服　シーボーイ 中学、高校制服 丸桃清水園 茶、海苔 パナハート　フジ 家庭電化製品

清気庵 そばうどん 大西酒店 酒類、飲料、食品 カリスマヘアドレッサーズ 美容業

いづみ寿司 寿司 熊谷市観光協会 観光 ハッピー酒場　金ちゃん 居酒屋

花の熊谷ノーエン 生花、造花、観葉植物 剱持川魚店 うなぎ、なまず KENT 男女服

モリタフォト カメラ写真材料 パンと、惣菜と、珈琲と。 パン屋 DAISY　FARM 男女服

はせ川製菓店 菓子 セブンイレブン熊谷市役所前店 コンビニエンスストア（たばこあり） 拉麺BARu でんすけ 飲食店

武州養蜂園　宮町店 ﾊﾁﾐﾂ、ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ、ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ アボジ２ 小料理屋

大沢写真館 写真 グラス　アーカス メガネ ヤジマ写真館 写真館

五家宝本舗　堀内製菓 五家宝 元気ダマ亭熊谷１７号店 お弁当販売・配達 Coi 飲食店

中家堂 菓子 ウッド コテージ 木材、雑貨 NAMIKI＆SONS　WEST 男女洋品

宇田川靴店 紳士靴 五家宝　たねに 五家宝 GARAGE 洋服

コバヤシ無線 家電器具 上州屋染呉服店 染色一式

野菜巻き串　まんてん 飲食店

酒蔵はっかい 居酒屋 市川プロパン 灯油、ガス器具

中村歯科医院 歯科

割烹　寿司処　ささ山 寿司、てんぷら、うなぎ ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｄｏｕｘｓ 美容業

本町1丁目

宮前町2丁目

宮本町

村岡

楊井

弥生1丁目

弥生2丁目

本町2丁目

万吉

万平町

御稜威ケ原

三ヶ尻

美土里町1丁目

美土里町3丁目

見晴町

宮町1丁目

宮町2丁目

宮前町1丁目
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青木モータース 自動車修理販売

モリタネ 種苗・肥料・農薬

まんぷく亭 中華レストラン 中里工務店 大工、ﾘﾌｫｰﾑ工事（住宅） 天下一鮨 飲食店

小暮商店 小売業 ショーシン 印刷・判子・ﾊﾟﾜｰｽﾄｰﾝ

曽田自動車工業 自動車販売及自動車整備 美容室　モテギ 美容業

いなりや 食肉 ラーメン　すいせん ラーメン

塚屋商店 米穀 肥料 めぬま屋 食堂

サイクルショップ　鈴木 自転車販売修理 サカタ化粧品店 化粧品

セブンイレブン大里屈戸店 コンビニエンスストア ホット　アンド　クール ｵｰﾄﾊﾞｲ修理及びﾊﾟｰﾂ販売 小池屋呉服店 呉服・洋品・寝具

北斗交通 一般貸切旅客自動車運送 鈴木モータース 自動車販売修理 坂田書店 雑誌、書籍

喫茶　タンネの森 喫茶店

堀造園 造園・エクステリア
（庭工事・植栽・手入れ等） 安達自動車 自動車整備、販売 シャディ　中島屋酒店 贈答品・酒

ヘアーサロン ヨシダ 理容業 K-mind 自動車販売・買取・修理 森燃料店
ｶﾞｽ・灯油販売
関連器具販売

品川石材店 石材業 三木屋洋品店 衣料品

矢島サイクル 自転車販売 リフォームするなら長島工務店 新築、リフォーム 新井米店 米穀

フィールド八オートおざき 車の販売・修理・保険 長谷川商店 灯油、器具

ヤジマ電気 家電品販売・修理・電気工事 ファミリーショップ　てんのうだな 食料品 蓮　自転車店 自転車小売、修理

下恩田　松本自動車整備工場 自動車整備・販売 やさい広場 農産物 おしゃれセンター　きくや 化粧品、文具

森田屋呉服店 衣料品 ハセ川薬局 薬局

渡辺金重商店 ガス,肥料の小売 ヘアーサロン　アオキ 理容業 清月堂 和菓子

吉德 自動車修理 つねみ美容室 美容業

サンユウ自動車工業 自動車整備・車検 中屋商店
日用雑貨・米穀小売

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ取次業

めぬま　丸橋商店 こんにゃく・ところてん、製氷 銭屋 釣具

穂 　　　　　　　飲食店 村田工務店 建設業 松本文具店 文具店

斎藤商店 食料品・燃料・肥料・農薬 眞巧務店 工務店 ニューファッション　タジマ 洋品

JA熊谷　ふれあいセンター大里店 農産物、農業関連資材 丸岡堂 和菓子

県北エルピーガス協同組合 プロパンガス ビューティハウス１５１１ 美容室

茂木牛乳店 牛乳 青木商店 プロパンガス販売、住宅設備 割烹　千代桝 うなぎ他和食等

理容　タカハシ 理容業 茶の西田園 茶・食品

ＴＨＥ　PUBLIC　 ゲストハウス、カフェ 関根商店 そうざい 薬のヤマグチ 医薬品

大福茶屋 さわた 和洋菓子製造・販売

武田畳店 畳 ファミリーショップ　コバヤシ 食料品・ﾘﾋﾞﾝｸﾞ金物一式 一美寿司 和食寿司

「タイヤと洗車専門店」ＥＮＥＯＳ西めぬま ガソリンスタンド ヤンマーアグリジャパン 農機具販売、メンテナンス

はしもと電気 家電 田野理容所 理容業 さわた　妻沼店 和洋菓子

砂風呂屋　孳　－ふゆる－ 特殊浴場 リサ美容室 美容業 小林だんご 餅、赤飯、団子

髪工房　つかもと 理容業 妻沼スズキ販売 自動車販売及び整備 新桝屋商店 酒類、煙草、食料品

ばんばん 飲食店

釜めし工房　まこと 和食 Kikoro 美・理容室 おうちサポート　モテギ 家電

ティンカーベル エステ・化粧品販売 ドラッグストア　オナイ 医薬品 田口薬局 薬局

セブンイレブン大里胄山店 コンビニエンスストア 五家宝本舗　埼玉製菓 五家宝

セブンイレブン熊谷西野店 コンビニエンスストア 吉野家407号線妻沼店 牛丼

細谷内装 室内装飾 河内たこ焼　妻沼 たこ焼き　実演販売

おやまつ 酒類販売業 元祖 熊谷うどん 福福 手打ちうどん

よか楼本店 らあめん、各種定食

森商店 燃料、食品、その他 小谷野自動車 自動車修理、販売

アート工業
しろあり防除・害虫防除

ﾘﾌﾚｯｼｭ業務全般 荻野自動車 車の整備・販売

関口ファームテック 農機具

ドラッグストアセキ熊谷妻沼店 医薬品・化粧品等

Beauty GARO 妻沼店 美容業 柳屋製菓舗 和菓子

ドラッグセイムス熊谷妻沼店 ドラッグストア セブンイレブン熊谷妻沼台店 コンビニエンスストア

フラワーショップ　はなよし 生花 寺田屋洋品店 婦人服、学用品

大衆 寿司店

妻沼台

妻沼中央

田島

出来島

永井太田

西城

西野

日向

妻沼

津田新田

手島

中恩田

中曽根

船木台

小八林

下恩田

高本

玉作

葛和田

妻　沼

男沼

上根

上須戸

善ケ島

大　　里

冑山

上江袋

上恩田

吉所敷

屈戸
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ファッションプラザ　とや 衣料品              江　南

天ぷら　彦まつ 和食一般              板井 関東鉱油　江南東SS ガソリンスタンド

和食処　かつ秀 和食 吉野鉄工所 鉄工業（建築鉄骨） 南部営農経済センター 農産物、農業関連資材

花屋　はなずかん 花小売、ブーケ らーめん江南 ラーメン、餃子、チャーハン カワチ薬品　江南店 ドラッグストア

和とう　妻沼店 和食 寺山商会 金物 表参道 豚みそ丼、もつ煮定食

コバヤシ 給排水住宅設備工事

セブンイレブン熊谷妻沼東１丁目店 コンビニエンスストア お食事処さくら 飲食店 ドルチェサポートⅡ 菓子製造

           小江川 鎌塚自動車 自動車販売・整備・保険

カスミ妻沼店 スーパーマーケット ホテル・ヘリテイジ ホテル、総合レジャー施設 こうなん農産加工倶楽部「なご味」 飲食店・食品加工製造

四季の湯温泉 日帰り温泉 JA熊谷　ふれあいセンター江南店 農産物、農業関連資材

ＡＳＴ気功クリニック北埼玉 気功療法 ホルモン・焼肉　とらいち 焼肉店 サンバーム馬場デンキ 家電

野口商店 ガソリンスタンド 大塚硝子建材 ｱﾙﾐｻｯｼ・板ｶﾞﾗｽ

太陽光発電・他建材品

うどん茶屋　弘休 うどん、そば 萬来軒 中華料理 美容室リズム 美容業

大場商店 青果 芋屋TATA さつまいも専門店

山田うどん　妻沼店 飲食 根岸洋品店 衣料品 ウエルシア熊谷江南店 ドラッグストア

北関東観光 観光バス 小林石材店 石材業 居酒屋　どんどん 居酒屋

オートハウスレインボー 自転車・オートバイ販売、修理

北部営農経済センター 農産物、農業関連資材 松本江南モーター 自動車　販売・修理 ヘアーサロン　ヒロタ 理容

船橋住宅設備機器 住宅設備業              押切 ヤオヨシ　江南店 スーパーマーケット

ヨコオ時計店
時計、メガネ

宝飾、補聴器 笠原 弘　商店 生鮮食品・酒 ヘアーサロン　シャイニング 美容業

ホームベーカリー　ポパイ パン 根岸畳店 畳業

ラーメン　だるま 中華　ラーメン ハウスクリーン 清掃業 みつもと　ミカド理容 理容業

ビューティサロン　ハブ 美容 根本測量事務所
土地家屋調査士

一級建築士事務所 シムラ電装サービス 車両電装品販売・修理

七福タクシ－ タクシー プラス輸送サービス 運送・引っ越し たけのや 飲食店

しらいし商店 洋品、布団寝具類、雑貨 田口自動車整備工場 自動車整備工場 読売センター江南 新聞販売業

しまむら　妻沼店 衣料品 ホワイト急便　江南店 　　クリーニング取次店 やぶ久 うどん、そば、丼物

日光商店 衣料品

エビス石油 石油 福田商店 ガソリンスタンド・LPG販売

JA熊谷　ふれあいセンター妻沼店 農産物、農業関連資材

道の駅めぬま　メロード レストラン・一般小売 関口自動車販売 自動車販売・修理・車検

まめせん コーヒー豆販売 美容室　凛 美容室

ヘアーサロン　中村 理容業 チャンピオンメガネ メガネ

カスミ　イール妻沼店 スーパーマーケット 共栄産業 運送・健康グッズ

マツモトキヨシ　イール妻沼店 ドラッグストア

コメリハード＆グリーン　妻沼店 ホームセンター ネバーフットマーケットトライアル江南店 食料品・日用品

読売妻沼サービス 新聞販売 安楽亭　江南町店 焼肉

加藤水道設備 水道工事 オキナヤ 電気部品

カット&ケアサロン　もり 理容・鍼灸 しまむら　江南店 衣料品

いなげや　大里江南店 スーパーマーケット

台湾料理　美味居 台湾料理

チュー勇 飲食店

マツダオートザム江南 新車、中古車販売、車検

点検、自動車整備

中村石油 ガソリンスタンド

熊谷ショートコース ゴルフショートコース

ウィル　グリーン 外構工事(エクステリア業)

持田クリーニング店 クリーニング業

ステップオート 自動車販売・鈑金・塗装

大里産業 和家具 令和４年３月２日現在 1109店

千代

成沢

樋春

御正新田

三本

妻沼東1丁目

妻沼東2丁目

妻沼東3丁目

妻沼東5丁目

 八木田

 弥藤吾

塩

柴

江南中央3丁目

上新田

江南中央1丁目

江南中央2丁目
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